
 

平成１９年２月期  個別中間財務諸表の概要      
上 場 会 社 名        MORESCO（登記社名 株式会社松村石油研究所） 上場取引所
コ ー ド 番 号        ５０１８                                     本社所在都
（ＵＲＬ  http://www.moresco.co.jp ） 
代  表  者 役職名  取締役社長      氏名 中野 正德 
問合せ先責任者 役職名  取締役管理本部長   氏名 作田 真一   ＴＥ
決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 13 日       配当支払開始日 平成－年－
単元株制度採用の有無            有(１単元  100 株)   
１． 18年８月中間期の業績(平成 18年３月１日～平成 18年８月 31日) 
(1) 経営成績                          （注）記載金額は，百万円未満四捨五
 売 上 高     営業利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 
18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

５，４２１  （１６.０）
４，６７２  （１０.５）

２９７   （３８.３）
２１５ （△３１.１）

18 年２月期 ９，９１１          ５０５         
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

１９２   （３５.１） 
１４２ （△２９.４） 

５３    ２１ 
３９    ３８ 

18 年２月期 ３５５          ９５    ８１ 
 (注)①期中平均株式数 18 年８月中間期 3,606,264 株         17 年８月中間期

18 年２月期      3,606,400 株 
 ②会計処理の方法の変更    無 

     ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表
(2)財政状態 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比

 百万円 百万円 
18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

９，１３０ 
８，５５３ 

３，２２７
２，８９４

３５
３３

18 年２月期 ８，５８８ ３，１３２ ３６
 (注)①期末発行済株式数  18 年８月中間期  3,606,240 株       17 年８月

18 年２月期     3,606,280 株 
  ②期末自己株式数   18 年８月中間期 2,760 株  17 年８月中間期 2,560
 
２．19 年２月期の業績予想(平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 日) 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 １１，５００ ７３０ ４４０ 
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）１２２円０１銭 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 
 中間期末 期末 年間 
18 年２月期 － ２４ ２４ 

19 年２月期（実績） － － 

19 年２月期（予想） － ２４ 
２４ 

  

※ 業績予想は本資料の発表日現在の将来に関する前提･見通し･計画に基

ます。実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる結果とな
 

 
 
 

   平成 18 年 10 月 13 日 

        JASDAQ 
道府県   兵庫県 

Ｌ (078)303－9010 
月－日 

入により表示しております。 
経常利益 

百万円    ％ 
３１７   （３９.６）
２２７ （△２７.４）

５６２         

 
 

 3,606,440 株 

示は、対前年中間期増減率 

率 １株当たり純資産 
％ 円   銭 

.３ 

.８ 
８９４  ９３
８０２  ４８

.５ ８６６  １１
中間期  3,606,440 株 

株  18 年２月期 2,720 株 

 

づく予測が含まれており

る可能性があります。 
－４３－



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

対前中間 
期比 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成
比
(％)

金額（千円） 
構成
比
(％)

増減 金額（千円） 
構成
比
(％)

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  117,933 98,796  128,894 

２．受取手形  377,969 493,562  467,802 

３．売掛金  2,051,110 2,361,749  2,117,248 

４．たな卸資産  978,760 1,159,870  934,192 

５．繰延税金資産  113,196 124,377  108,234 

６．その他  133,326 107,406  50,574 

貸倒引当金  △9,627 △7,365  △8,357 

流動資産合計   3,762,667 44.0 4,338,395 47.5 575,728 3,798,588 44.2

Ⅱ 固定資産     

(1）有形固定資産 ※１    

１．建物 ※２ 1,079,583 1,041,179  1,056,209 

２．機械及び装
置 

※２ 733,412 675,850  682,489 

３．土地 ※２ 1,785,110 1,766,705  1,785,110 

４．その他 ※2,3 384,169 407,821  429,627 

有形固定資産
合計 

 3,982,274 3,891,556 △90,719 3,953,434 

(2）無形固定資産  14,973 42,262 27,289 16,912 

(3) 投資その他の
資産 

    

１．投資有価証
券 

※２ 233,411 274,531  276,748 

２．関係会社株
式 

 259,185 281,583  259,185 

３．繰延税金資
産 

 192,434 191,306  175,862 

４．その他  111,404 114,713  110,611 

貸倒引当金  △3,000 △4,170  △3,000 

投資その他の
資産合計 

 793,434 857,964 64,530 819,407 

固定資産合計   4,790,682 56.0 4,791,781 52.5 1,100  4,789,753 55.8

資産合計   8,553,349 100.0 9,130,176 100.0 576,827  8,588,341 100.0

          

－  － 

 

４４



  
前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

対前中間 
期比 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成
比
(％)

金額（千円） 
構成
比
(％)

増減 金額（千円） 
構成
比
(％)

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形  268,586 242,964 289,609 

２．買掛金 ※２ 1,473,610 1,768,405 1,634,938 

３．短期借入金 ※２ 510,000 980,000 750,000 

４．１年以内返済
予定長期借入
金 

※２ 762,650 191,080 229,120 

５．未払法人税等  85,812 150,446 73,601 

６．賞与引当金  222,970 229,849 213,614 

７．役員賞与引当
金 

 － 5,340 － 

８．その他 ※５ 757,284 811,682 657,872 

流動負債合計   4,080,911 47.7 4,379,766 48.0 298,855  3,848,755 44.8

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※２ 396,620 333,040  428,560 

２．退職給付引当
金 

 1,069,361 1,068,071  1,061,916 

３．役員退職慰労
引当金 

 62,010 72,500  67,160 

４．その他  50,359 49,459  49,459 

固定負債合計   1,578,351 18.5 1,523,070 16.7 △55,281  1,607,095 18.7

負債合計   5,659,262 66.2 5,902,836 64.7 243,574  5,455,850 63.5

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   744,403 8.7 － － △744,403  744,403 8.7

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金  532,678 －  532,678 

資本剰余金合計   532,678 6.2 － － △532,678  532,678 6.2

Ⅲ 利益剰余金     

１．利益準備金  75,000 －  75,000 

２．任意積立金  1,027,544 －  1,027,544 

３．中間(当期)未
処分利益 

 482,350 －  694,919 

利益剰余金合計   1,584,893 18.5 － － △1,584,893  1,797,463 20.9

Ⅳ その他有価証券
評価差額金 

  36,705 0.4 － － △36,705  62,929 0.7

Ⅴ 自己株式   △4,593 △0.0 － － 4,593  △4,982 △0.0

資本合計   2,894,087 33.8 － － △2,894,087  3,132,491 36.5

負債・資本合計   8,553,349 100.0 － － △8,553,349  8,588,341 100.0

         

－  － 

 

４５



  
前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

対前中間  
期比 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成
比
(％)

金額（千円） 
構成
比
(％)

増減 金額（千円） 
構成
比
(％)

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 744,403 8.2 744,403  － －

２．資本剰余金     

(1）資本準備金  － 532,678  － 

資本剰余金合計   － －  532,678 5.8 532,678  － －

３．利益剰余金     

(1）利益準備金  － 75,000  － 

(2）その他利益剰
余金 

    

買換資産圧縮
積立金 

 － 336,017  － 

別途積立金  － 930,000  － 

繰越利益剰余
金 

 － 552,751  － 

利益剰余金合計   － － 1,893,767 20.7 1,893,767  － －

４．自己株式   － － △5,121 △0.0 △5,121  － －

株主資本合計   － － 3,165,728 34.7 3,165,728  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券
評価差額金 

  － － 61,612 0.6 61,612  － －

評価・換算差額等
合計 

  － － 61,612 0.6 61,612  － －

純資産合計   － － 3,227,340 35.3 3,227,340  － －

負債純資産合計   － － 9,130,176 100.0 9,130,176  － －

     

－  － 

 

４６



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

対前中間  
期比 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分
比
(％)

金額（千円） 
百分
比
(％)

増減 金額（千円） 
百分
比
(％)

Ⅰ 売上高   4,672,091 100.0 5,420,847 100.0 748,755  9,911,478 100.0

Ⅱ 売上原価   3,251,998 69.6 3,857,983 71.2 605,985  6,997,799 70.6

売上総利益   1,420,093 30.4 1,562,864 28.8 142,771  2,913,679 29.4

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

  1,205,028 25.8 1,265,455 23.3 60,427  2,408,543 24.3

営業利益   215,065 4.6 297,409 5.5 82,344  505,136 5.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  38,616 0.8 35,896 0.6 △2,720  95,198 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  26,893 0.6 16,692 0.3 △10,200  38,648 0.4

経常利益   226,789 4.8 316,613 5.8 89,824  561,686 5.7

Ⅵ 特別利益   3,920 0.1 12,170 0.2 8,250  3,920 0.0

Ⅶ 特別損失 ※５  － － 18,405 0.3 18,405  － －

税引前中間(当
期)純利益 

  230,709 4.9 310,378 5.7 79,669  565,606 5.7

法人税、住民
税及び事業税 

 89,835 149,160  208,554 

法人税等調整
額 

 △1,131 88,704 1.9 △30,687 118,473 2.2 29,768 2,479 211,033 2.1

中間(当期)純
利益 

  142,004 3.0 191,905 3.5 49,901  354,573 3.6

前期繰越利益   340,345 －   340,345

中間(当期)未
処分利益 

  482,350 －   694,919

          

－  － 

 

４７



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備
金 

資本剰余
金合計 

利益準
備金 

買換資産
圧縮積立
金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本合
計 

平成18年２月28日 残高 
（千円） 

744,403 532,678 532,678 75,000 347,544 680,000 694,919 1,797,463 △4,982 3,069,562

中間会計期間中の変動額     

買換資産圧縮積立金の取崩
（千円） 

  △11,527 11,527 －  －

別途積立金の積立 （千円）   250,000 △250,000 －  －

剰余金の配当   （千円）   △86,551 △86,551  △86,551

役員賞与の支給  （千円）   △9,050 △9,050  △9,050

中間純利益    （千円）   191,905 191,905  191,905

自己株式の取得  （千円）    △139 △139

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）  
（千円） 

    

中間会計期間中の変動額合
計 

（千円） 
  △11,527 250,000 △142,168 96,305 △139 96,166

平成18年８月31日 残高 
（千円） 

744,403 532,678 532,678 75,000 336,017 930,000 552,751 1,893,767 △5,121 3,165,728

           
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額
金 

評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年２月28日 残高 
（千円） 

62,929 62,929 3,132,491 

中間会計期間中の変動額  

買換資産圧縮積立金の取崩 
（千円）

－ 

別途積立金の積立   （千円） － 

剰余金の配当     （千円） △86,551 

役員賞与の支給    （千円） △9,050 

中間純利益      （千円） 191,905 

自己株式の取得    （千円） △139 

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額） 

（千円）
△1,317 △1,317 △1,317 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円）

△1,317 △1,317 94,849 

平成18年８月31日 残高 
（千円）

61,612 61,612 3,227,340 

     
 

－  － 

 

４８



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式

  移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間期末日の市場価格等

による時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

 中間期末日の市場価格等

による時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

 期末日の市場価格等によ

る時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2) デリバティブ ───── (2）デリバティブ 

  時価法   時価法 

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

 ・製品、半製品及び原材料 ・製品、半製品及び原材料 ・製品、半製品及び原材料 

  総平均原価法による低価法 同左 同左 

 ・貯蔵品 ・貯蔵品 ・貯蔵品 

  最終仕入原価法による低価

法 

同左 同左 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（附

属設備は除く）については、定

額法）を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物       ３～50年

機械及び装置   ４～15年

同左 同左 

 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間（５年）に基づいてお

ります。 

      同左 同左 

 (3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用 (3）長期前払費用 

  定額法を採用しております。       同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

      同左 同左 

－  － 

 

４９



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備える

ため、将来の支給見込額のう

ち、当中間会計期間における負

担額を計上しております。 

      同左  従業員の賞与の支給に備える

ため、将来の支給見込額のう

ち、当事業年度における負担額

を計上しております。 

     ───── (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号平成17年11月29 

日）を適用しております。これに

より、営業利益，経常利益及び税

引前中間純利益は5,340千円減少

しております。  

    ───── 

 (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（15年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

(4) 退職給付引当金 

     同左 

  

(3)退職給付引当金  

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（15年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 (5) 役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 

 

 

 

 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。 

     同左 

 

 

 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

  

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間期

末日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

      同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。 

      同左 同左 

－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

６．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 ─────    (1）ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっており

ます。 

    繰延ヘッジ処理によっており

ます。 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ─────    (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ  ヘッジ手段…金利スワップ 

 ヘッジ対象…借入金  ヘッジ対象…借入金 

 (3) ヘッジ方針 ─────    (3)ヘッジ方針 

  金利リスクの低減並びに金融収

支改善のため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。 

 金利リスクの低減並びに金融

収支改善のため、対象債務の範囲

内でヘッジを行っております。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 ─────    (4)ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジの開始時から有効性判

定時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場

変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断してお

ります。 

  ヘッジの開始時から有効性判

定時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場

変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断してお

ります。 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

 税抜方式によっております。       同左 同左 

 

－  － 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額と

純資産の部の合計の金額には相違はありま

せん。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については，改正後の中間

財務諸表等規則により作成しております。 

 

───── 

───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。 

これにより税引前中間純利益は、18,405千

円減少しております。  

 なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき当該各資産の

金額から直接控除しております。 

───── 

－  － 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度末 
（平成18年２月28日） 

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 6,204,725千円 
  

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 6,464,943千円
  

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 6,355,846千円
  

※２．担保に供している資産ならびに担保付

債務は次のとおりであります。 

※２．担保に供している資産ならびに担保付

債務は次のとおりであります。 

※２．担保に供している資産ならびに担保付

債務は次のとおりであります。 

担保資産 担保資産 担保資産 
 
建物 412,664千円( 412,664千円)

機械及び装置 673,304千円( 673,304千円)

土地 756,335千円( 756,335千円)

有形固定資産「その他」 
(構築物、工具器具備品) 

 85,042千円( 85,042千円)

投資有価証券 127千円 

合計 1,927,472千円( 1,927,345千円)
  

 
建物 398,201千円( 398,201千円)

機械及び装置 619,838千円( 619,838千円)

土地 756,335千円( 756,335千円)

有形固定資産「その他」 
(構築物、工具器具備品) 

 115,675千円( 115,675千円)

投資有価証券 127千円

合計 1,890,176千円(1,890,049千円)
  

 
建物 402,151千円( 402,151千円)

機械及び装置 626,876千円( 626,876千円)

土地 756,335千円( 756,335千円)

有形固定資産「その他」 
(構築物、工具器具備品) 

 102,879千円( 102,879千円)

投資有価証券 127千円 

合計 1,888,369千円( 1,888,241千円)
  

担保付債務 担保付債務 担保付債務 
 
短期借入金 290,000千円( 290,000千円)

１年以内返済予
定長期借入金 133,040千円( 133,040千円)

長期借入金 171,540千円( 171,540千円)

買掛金 19,182千円 

合計 613,762千円( 594,580千円)
  

 
短期借入金 400,000千円( 400,000千円)

１年以内返済予
定長期借入金 101,040千円( 101,040千円)

長期借入金 70,500千円( 70,500千円)

買掛金 31,887千円

合計 603,427千円( 571,540千円)
  

 
短期借入金 300,000千円( 300,000千円)

１年以内返済予
定長期借入金 

109,040千円( 109,040千円)

長期借入金 121,020千円( 121,020千円)

買掛金 27,445千円 

合計 557,505千円( 530,060千円)
  

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並

びに当該債務を示しております。 

 上記のうち、登記留保によって担保され

ている債務は次のとおりであります。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並

びに当該債務を示しております。 

  

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並

びに当該債務を示しております。 

 上記のうち、登記留保によって担保され

ている債務は次のとおりであります。 
 

長期借入金(１年以内返済予定額含む) 

 32,000千円 
  

   
長期借入金(１年以内返済予定額含む)

 8,000千円
  

※３．圧縮記帳 ※３．圧縮記帳 ※３．圧縮記帳 

有形固定資産に係る国庫補助金等の受

入れによる圧縮記帳累計額は、工具器具

備品31,516千円であります。 

有形固定資産に係る国庫補助金等の受

入れによる圧縮記帳累計額は、工具器具

備品31,516千円であります。 

 有形固定資産に係る国庫補助金等の受

入れによる圧縮記帳累計額は、工具器具

備品31,516千円であります。 

－  － 
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前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度末 
（平成18年２月28日） 

４．偶発債務 ４．偶発債務 ４．偶発債務 

下記のとおり、金融機関からの借入、信

用状開設および仕入先への債務に対し保

証を行っております。 

下記のとおり、金融機関からの借入、信

用状開設および仕入先への債務に対し保

証を行っております。 

 下記のとおり、金融機関からの借入お

よび仕入先への債務に対し保証を行って

おります。 
 

㈱マツケン  

仕入債務 2,114千円 

MORESCO(Thailand)Co.,Ltd. 

借入債務 81,000千円 

無錫德松科技有限公司  

借入債務 134,583千円 

(借入債務に対する保証のうち、 

67,292千円については共同出資者より

再保証を受けております。) 

信用状開設 72,040千円 

(信用状開設に対する保証のうち、 

36,020千円については共同出資者より

再保証を受けております。) 
  

 
㈱マツケン 

仕入債務 2,214千円

 

 

無錫德松科技有限公司

借入債務 141,735千円

(借入債務に対する保証のうち、 

70,867千円については共同出資者より

再保証を受けております。) 

信用状開設 80,937千円

(信用状開設に対する保証のうち、 

40,469千円については共同出資者より

再保証を受けております。) 
  

 
㈱マツケン 

仕入債務 5,114千円

 

 

無錫德松科技有限公司 

借入債務 143,153千円

(借入債務に対する保証のうち、 

71,576千円については共同出資者より

再保証を受けております。) 

信用状開設 46,613千円

(信用状開設に対する保証のうち、 

23,306千円については共同出資者より

再保証を受けております。) 
  

※５．消費税等の取扱い ※５．消費税等の取扱い ※５.     ───── 

仮払消費税等および仮受消費税等は、

相殺のうえ、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 
 

        同左  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 
※１．営業外収益のうち主要

なもの 
  

 
受取利息 474千円
  

 
受取利息 518千円
  

 
受取利息 871千円 
  

 
※２．営業外費用のうち主要

なもの 
  

 
支払利息 10,196千円
  

 
支払利息 8,632千円
  

 
支払利息 19,482千円 
  

 ３．租税特別措置法上の準

備金の取扱い 

 中間会計期間における納付税額

及び法人税等調整額は、当事業年

度において予定されている利益処

分による買換資産圧縮積立金の積

立及び取崩しを前提として、当中

間会計期間に係る金額を算定して

おります。 

───── ───── 

 
 ４．減価償却実施額 

 

※５ 減損損失 

 
 

 
有形固定資産 164,844千円

無形固定資産 2,704千円
  ───── 

 
有形固定資産    163,456千円

無形固定資産     1,550千円

(1)  減損損失を認識した資産
グループ 
 
場所 用途 種類 金額

千葉県
市原市

遊休
資産

土地 18,405 
  千円

 

(2)資産のグルーピングの方法 

当社では、継続的に損益の把握

を実施している管理会計上の単位

である事業グループ別にグルーピ

ングを行っております。ただし、

将来の使用が見込まれていない遊

休資産などは、個別の資産グルー

プとして取り扱っております。 

(3)減損損失の認識に至った経緯 

当該資産グループは、事業の

用に供していない遊休資産であ

り、市場価格が帳簿価額に対して

著しく下落したため減損損失を認

識しました。 

(4)回収可能価額の算定 

  遊休資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定して

おり、専門業者等の適切と考えら

れる第三者から入手した情報をも

とに算出した合理的な価額により

評価しております。 
  

 
有形固定資産 357,754千円 

無形固定資産 5,130千円 
  ───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

 普通株式 2,720 40 － 2,760

合計 2,720 40 － 2,760

（注）自己株式の普通株式の増加40株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

 

－  － 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 
  

 

取
額
額
(

減
却
額

中
末
相
(

得価
相当
 
千円) 

額
(

価償
累計
相当
 
千円)

間期
残高
当額 
千円) 

工 1具器具備品 34,166 19,526 4,640 

ソ 3フトウェア 15,972 12,778 ,194 

合 5 1計 0,139 32,304 7,835 

  

  

 

取
額
額
(

減
却
額
額
(

中
末
相
(

得価
相当
 
千円)

価償
累計
相当
 
千円)

間期
残高
当額
千円)

工 3 1 1具器具備品 5,474 8,400 7,074

ソ 1 1 －フトウェア 5,972 5,972

合 5 3 1計 1,447 4,373 7,074

  

  

 

取
額
額
(

減
却
額

期
高
額
(

得価
相当
 
千円) 

額
(

価償
累計
相当
 
千円)

末残
相当
 
千円)

工 2具器具備品 39,110 18,965 0,145

ソ 1フトウェア 15,972 14,375 ,597

合 5 2計 5,083 33,341 1,742

  
 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

同左  （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 8,066千円 

１年超 9,768千円 

合計 17,835千円 
  

 
１年内 5,743千円

１年超 11,331千円

合計 17,074千円
  

 
１年内 7,689千円

１年超 14,054千円

合計 21,742千円
  

 （注） 未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

同左  （注） 未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 
 

支払リース料 4,426千円 

減価償却費相当額 4,426千円 
  

 
支払リース料 4,668千円

減価償却費相当額 4,668千円
  

 
支払リース料 9,465千円

減価償却費相当額 9,465千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

同左 

 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

同左 

 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価の

あるものはありません。 

－  － 

 

５７



（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

  

１株当たり純資産額 802円48銭 

１株当たり中間純利益
金額 

 
39円38銭 

  

  

１株当たり純資産額 894円93銭

１株当たり中間純利益
金額 53円21銭

  

  

１株当たり純資産額 866円11銭

１株当たり当期純利益
金額 95円81銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

 

 当社は、平成17年４月20日付で株

式１株につき５株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

 

───── 

（追加情報） 

 当中間会計期間から、改正後の

「1株当たり当期純利益に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 最

終改正平成18年1月31日 企業会計

基準第2号）及び「1株当たり当期純

利益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 最終改正平

成18年1月31日 企業会計基準適用

指針第4号）を適用しております。 

 これによる影響はありません。 

 

 

 

当社は、平成17年４月20日付で株

式１株につき５株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

  

前 前中間会計期間 事業年度 

１
産

１
産

株当たり純資
額 

株当たり純資
額 

5 798円29銭 85円04銭 

１
純

１
純

株当たり中間 
利益金額 

株当たり当期
利益金額 

61円91銭 105円31銭 

潜
１
純

潜
１
純

在株式調整後
株当たり中間
利益金額 

在株式調整後
株当たり当期
利益金額 

－ － 

  

 
 

１株当たり純資産額 

785円04銭 

１株当たり当期純利益金額 

105円31銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 

－ 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額について

は、潜在株式がないため記載してお

りません。 

  

  

 

 

 

 

 

－  － 

 

５８



（注） １株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

１株当たり中間(当期)純利益金額    

中間(当期)純利益（千円） 142,004 191,905 354,573 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 9,050 

(うち利益処分による役員賞与金) － － (9,050) 

普通株式に係る中間(当期)純利益
（千円） 

142,004 191,905 345,523 

期中平均株式数（株） 3,606,440 3,606,264 3,606,400 

－  － 

 

５９



（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

 

－  － 

 

６０


