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１．平成18年８月中間期の連結業績（平成18年３月１日～平成18年８月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月中間期 1,722 48.6 △30 － △46 －

17年８月中間期 1,159 8.0 43 － 17 －

18年２月期 3,137 136 98

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年８月中間期 27 285.7 0 69 0 57

17年８月中間期 7 － 0 39 － －

18年２月期 107 3 79 － －

（注）①持分法投資損益 18年８月中間期 －百万円 17年８月中間期 －百万円 18年２月期  0百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年８月中間期 40,666,920株 17年８月中間期 20,488,844株 18年２月期 28,385,574株

③会計処理の方法の変更 有

④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示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年８月中間期 5,930 2,277 38.4 53 86

17年８月中間期 3,700 1,451 39.2 70 84

18年２月期 4,854 1,957 40.3 48 49

（注）期末発行済株式数（連結） 18年８月中間期 42,282,447株 17年８月中間期 20,488,181株 18年２月期 40,379,046株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年８月中間期 107 △981 1,333 576

17年８月中間期 123 △47 189 311

18年２月期 △225 △256 622 165

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 3社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 0社　 （除外） 0社 持分法（新規） 0社　 （除外） 0社

２．平成19年２月期の連結業績予想（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 4,918 66 106

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　２円51銭

※ 　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績

等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の６頁を参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社と連結子会社３社で構成され、試験機事業と民生品事業を営んでおります。試験機事業では

当社並びに株式会社東京試験機が自社製試験・計測機器の製造・販売を主たる業務としております。民生品事業では、

株式会社アジアビーアンドアールネットワーク（以下“B＆R”）と瀋陽篠辺機械製造有限公司（以下“瀋陽公司”）が

関与しており、B＆Rは中国企業である瀋陽公司の全額出資会社であるとともに、家庭用電気製品の新製品開発業務を支

援しております。瀋陽公司は金型、プラスチック・木工製品および電気製品の製造を主な事業としており、金型を除く

製品の殆どと標準的試験機を当社に販売しておりますが、B＆Rと当社、B＆Rと瀋陽公司の間には製品売買取引はありま

せん。なお、当社もB＆Rと同様に瀋陽公司の電気製品開発を支援しております。

〔事業系統図〕

 

株式会社東京衡機製造所 

株式会社アジアビーアンドアールネットワーク 

 

瀋陽篠辺機械製造有限公司 

試
験
・
計
測
機
器
マ
ー
ケ
ッ
ト 

家
庭
用
品
マ
ー
ケ
ッ
ト 

問
屋
な
ど 

海
外
メ
ー
カ
ー 

（試験機事業・民生品事業） 

 

（民生品事業） 

（ 民生品事業・試験機事業） 

株式会社東京試験機 

（試験機事業） 

出資 

製品 

- 2 -



〔関係会社の状況〕

名称 住所
資本金又は出資
金

（千円）

主要な事業の
内容

議決権の所有割
合

（％）
関係内容

（連結子会社）

株式会社アジアビーアンド

アールネットワーク

（注）２

栃木県足利市 352,500 民生品事業 100 当社民生品の新製品

企画・開発・設計を

している

役員の兼任１名

瀋陽篠辺機械製造有限公司

（注）２、３

中華人民共和国

遼寧省

428,691 民生品事業

試験機事業

100

(100)

当社民生品・試験機

を製造している

役員の兼任４名

株式会社東京試験機

 

愛知県豊橋市 50,000 試験機事業 100 試験機を当社へ販売、

並びに当社より仕入

している。

土地の賃貸

 

　（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社は『技術への挑戦と顧客からの信頼』、『人間性の尊重』および『社会への貢献』を企業理念としていま

す。この理念の下、当社は企業の諸資源を積極的に活かし、また、社員の意欲と能力を高めながら、技術的に価

値ある製品の提供により産業と人々の生活に寄与することを実践目標とし、技術の向上による企業価値の増大を

もって株主、顧客など当社を支える関係者に貢献すること、および公正かつ透明な企業活動を目指すことを企業

運営の方針としているものであります。

２．利益配分に関する基本方針

　当社は、株主への利益還元を重要な課題のひとつと考え、業績に対応した配当を行うことを基本としておりま

す。しかし、企業価値の増大に向けた将来の事業拡大に必要な成長投資を優先とし、内部留保を確保することと

いたします。また、平成17年２月期の損失処理において資本準備金等を取崩すことで累積損失の補填を実施した

ところであり、現時点では遺憾ながら利益還元の段階に至っておりません。早期の復配のために、事業の拡大と

ともに原価構造、経費構造などの収益改善施策により環境整備を進めております。

３．目標とする経営指標

　当社の優先課題は損益で黒字体質を定着させることであります。収益改善施策である原価・経費構造の定着化

が試験機事業、民生品事業を問わず製品開発の促進と並び経営の中期的最優先課題であり、指標はこの課題に沿っ

たものであります。

(1）原価に占める労務費比率

①　試験機事業での安定した売上総利益を確保するため、原価に占める労務費比率25％を目標値としており、

当中間連結会計期間の実績は21.6％と達成いたしました。

(2）販売費および一般管理費比率

①　試験機事業での対売上高比率は20％を目標とし、営業利益を確保する体制の構築をすすめておりますが、

当中間連結会計期間の実績は27.6％と目標達成には至りませんでした。

②　民生品事業での対売上高比率は10％に留めることを目標としておりますが、当中間連結会計期間の実績は

8.9％と目標を達成いたしました。

４．経営戦略

　当社の中期的な経営戦略は、第一に、広範な顧客基盤を維持・活性化するという観点で、試験機事業での価格

競争力で市場シェアを回復することと、独自性のある製品開発により競合他社の中で差別化を図ることでありま
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す。

　第二は、試験機事業での試験ソフトウェアとデータ装置の高度化の波に鑑み、この部分で先行している欧米メー

カーとのタイアップをはかり顧客ニーズの充足に努めることであります。

　第三は、試験機事業で培ったメカトロ技術の活用により民生品事業への進出を加速し、試験機事業でのシェア

回復に加え、民生品事業との相乗効果により売上伸張並びに収益力の向上を実現することであります。

　このように当社の中期的な経営戦略を踏まえ、引き続き事業拡大に努めるとともに、試験機事業、民生品事業

の両分野での製品技術開発に力を注ぐことにより製品群の拡充をはかり、顧客認知度の向上を早期に実現できる

よう努力してまいります。

５．会社が対処すべき課題

　当社としては、中期的な経営戦略を踏まえ、企業価値の増大を念頭においた経営資源の重点投入と効果的な活

用を行い、営業体制並びに販売価格競争力の強化と事業の拡大を図る必要があります。また、中国の連結子会社

では、瀋陽篠辺機械製造有限公司における家庭用電気製品の開発・生産力拡大と標準的試験機の生産機種拡大、

下期に新たに加わった上海参和商事有限公司並びに無錫三和塑料製品有限公司の取得効果を引き出す必要があり

ます。

　これらの課題に対処するため、当社としては、試験機事業において高温高圧試験機用開発設備を利用した研究

開発の展開を継続し、高温高圧水中での応力腐食割れおよび亀裂進展試験に有効なセンサーとソフトウエアの開

発・改良により、計測精度の信頼性を高め、競合他社との差別化を図ってまいります。また、エンジン試験用動

力計については、交流動力計の開発・改良の早期化を含め製品ラインナップ充実により、売上の拡大と利益率の

向上を図ってまいります。

　さらに、販売業務提携先であるドイツZwick社製品のねじ式万能試験機や自動引張試験機の輸入販売の促進に加

え、子会社である株式会社東京試験機のねじ式万能試験機やシャルピー衝撃試験機の生産・販売拠点を確立しシェ

ア拡大を図る所存であります。一方、民生品事業においては、中国における生産拠点が瀋陽、上海および無錫の

３ヶ所となったことから、生産キャパシティの増強と連携により、市場のニーズに即応した製品の供給が行える

体制整備を積極的に推進し、収益向上を図ってまいります。

　また、ISO14001の認証取得企業として超臨界水中酸化技術を利用したバイオマス廃棄物等の難分解有害物質の

無害化処理装置の開発・実用化並びに食品リサイクル法の改正に対応するための外食産業向けの生ごみ処理装置

の開発・実用化と販売に取り組むなど、地球環境保全に積極的に貢献するエコロジーとエコノミーの調和のとれ

た魅力ある企業を目指してまいります。

６．親会社等に関する事項

 　　　 該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

(1）当中間連結会計期間の状況

 （単位：千円）

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減 

売上高 1,159,448 1,722,454 563,005

営業利益 43,628 △30,088 △73,716

経常利益 17,199 △46,991 △64,191

中間純利益 7,917 27,891 19,973

１株当たり中間純利益 0.39円     0.69円 0.30円 

　

  当中間連結会計期間における我が国経済は、企業収益の向上や顧客情勢・所得環境改善により民間設備投資お

よび個人消費の回復など景況感の改善がみられる一方、原油・原材料価格の高騰や企業や投資ファンドの不祥事

による株式市場の低迷等の懸念材料はあるものの、総じて堅調に推移いたしました。

　このような状況の下、当社グループは、試験機事業では原子力発電施設の安全性に関わる試験装置、自動車お

よびその関連部品の性能・耐久性に関わる試験装置、価格競争力のある標準型動力計、疲労試験機、ドイツ　

Zwick社のねじ式材料試験機の拡販に注力いたしました。当初見込んでおりました大型案件の期ずれがあったもの

の、前連結会計年度より連結子会社となりました株式会社東京試験機のねじ式万能試験機等は堅調に推移いたし

ました。他方、民生品事業ではIH調理器をはじめとした調理家電が堅調に推移したことに加え、木工場火災によ

る影響も軽減され木工製品も回復してまいりました。この結果、当中間連結会計期間の売上高は1,722,454千円

（前中間連結会計期間比48.6％増）となりました。

　損益面につきましては、試験機事業では内部作業の効率化と外部コストの抑制を継続し、売上原価の低減を図っ

たものの、大型案件の期ずれを主因に売上総利益の確保に苦戦いたしました。また、民生品事業では瀋陽篠辺機

械製造有限公司の原材料価格の影響等による売上原価の悪化により、経常損失は46,991千円（前中間連結会計期

間比373.2％減）となりました。特別損益での増益要因がありましたため、中間純利益は27,891千円となりました。

　当社グループのセグメント別事業の概況は次の通りであります。

①　試験機事業

　試験機事業では、価格競争力のある標準型動力計および疲労試験機の拡販に努めましたが、大型案件の

期ずれとクレーム費用の発生を主因に苦戦いたしました。なお、株式会社東京試験機は堅調に推移し、連

結業績に寄与しております。

　この結果、売上高は1,291,351千円(前中間連結会計期間比41.8％増)となり、営業利益は98,430千円（前

中間連結会計期間比37.6％減）となりました。

②　民生品事業

　民生品事業では、調理家電などの家庭用電気製品が堅調に推移したものの、瀋陽篠辺機械製造有限公司

での木工場火災による木工製品への影響が残りました。

　この結果、売上高は431,102千円(前連結会計期間比4.8％増)となり、営業損失は18,378千円（前中間連

結会計期間比111.4％減）となりました。
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(2）通期の見通し

連結業績予想

 （単位：千円）

項目
第100期

平成18年２月期
第101期

平成19年２月期

売上高 3,137,875 4,918,000

営業利益 136,348 134,000

経常利益 98,726 66,000

当期純利益 107,497 106,000

単独業績予想

 （単位：千円）

項目
第100期

平成18年２月期
第101期

平成19年２月期

売上高 2,902,267 3,349,000

営業利益 119,125 46,000

経常利益 87,267 21,000

当期純利益 95,097 2,000

　今後の見通しにつきましては、原油や素材価格の動向などの懸念材料はあるものの、企業の設備投資は堅実に

推移し、雇用環境の改善による個人消費の回復などにより緩やかながらも確実な成長が期待できるものと思われ

ます。

　このような情勢下、当社グループとしては、試験機事業では原子力発電施設の安全性に関わる試験装置、自動

車およびその関連部品の性能・耐久性に関わる試験装置、疲労試験機と標準型動力計が引き続き堅調に推移する

と見込んでおります。また、販売業務提携先であるドイツZwick社のねじ万能試験機や自動引張り試験機の輸入販

売の増加を見込んであります。一方、民生品事業では調理家電に加え、新たな製品投入やOEMにより売上高・利益

の増加を見込んでおります。さらに、瀋陽篠辺機械製造有限公司では、工場新設による金型加工並び木工製品の

受注・売上増加が見込まれます。

なお、新たに取得した上海参和商事有限公司並びに無錫三和塑料製品有限公司については、平成18年８月31日現

在で当社は出資持分の売買契約の締結と当該会社の董事会承認は完了しておりますが、出資払込完了が９月にず

れ込みました。このため、業績の取り込みは当期下期分からとなります。

２．財政状態

(1）当中間連結会計期間の状況

①　当中間連結会計期間末の資産、負債及び資本の状況

 （単位：千円）

項目 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 増減 

資産 3,700,457 5,930,846 2,230,388

負債 2,249,077 3,653,343 1,404,265

純資本 1,451,379 2,277,502 826,123

自己資本比率 39.2％ 38.4％ △0.8％ 

１株当たり純資産 70.84円    53.86円 △16.98円 

 

　当中間連結会計期間末の資産は、流動資産が3,486,229千円、固定資産が2,400,897千円、繰延資産が43,719

千円となり、負債は、流動負債が1,219,441千円、固定負債が2,433,901千円となりました。また、純資産は、

2,277,502千円となりました。
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②　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

 （単位：千円）

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

営業活動によるキャッシュ・フロー 123,097 107,597

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,441 △981,033

財務活動によるキャッシュ・フロー 189,366 1,333,032

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,733 △48,586

現金及び現金同等物の増減額 267,756 411,010

現金及び現金同等物の期首残高 44,025 165,533

現金及び現金同等物の期末残高 311,781 576,543

 

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ411,010千円増加し、576,543

千円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは107,597千円の資金増加となりました。これは主に税金等調整前中間純

利益62,791千円、減価償却費19,084千円、売上債権の減少額476,756千円、たな卸資産の増加額69,068千円、仕

入債務の減少額141,666千円によるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは981,033千円の資金減少となりました。これは主に有形固定資産の取得

による支出109,880千円、貸付金による支出320,000千円、子会社取得のための支出550,670千円によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは1,333,032千円の資金増加となりました。これは主に新株予約権付社債

の発行による収入1,463,296千円、短期借入金の増加額22,365千円、長期借入金の返済111,186千円によるもの

です。

(2）通期の見通し

　通期のキャッシュ・フローに影響を与えると思われる重要な事項は、以下のとおりです。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　通期での純利益は106,000千円となる見込みです。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の取得による支出は、中間連結会計期間に比べやや増加する見込みです。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　有利子負債の残高はほぼ当中間連結会計期間末と同水準となる見込みです。

(3）キャッシュ・フロー指標のトレンド

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

第99期
平成17年２月期

第100期
平成18年２月期

第101期
平成19年２月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 42.7 40.7 39.2 40.3 38.4

時価ベースの自己資本比

率（％）
62.9 131.9 103.6 177.2 131.2

債務償還年数(年） － － 4.3年 － 4.6年

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ
－ － 13.0 － 11.4

（注）１．第１00期中間および第101期中間を除き、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、「債務償還年数」

および「インタレスト・カバレッジ・レシオ」の記載を省略しております。
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２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

・ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

・ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

・ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー　を

利用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全

ての負債を対象にしております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支

払額を利用しております。

 ・ 債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   386,781   611,543   197,533  

２　受取手形及び売掛金 ※１  778,038   1,097,046   1,575,176  

３　たな卸資産   380,472   636,459   569,368  

４　短期貸付金   －   320,000   －  

５　仮払金 ※３  －   529,071   －  

６　その他   115,604   294,013   171,741  

貸倒引当金   △817   △1,904   △2,481  

流動資産合計   1,660,078 44.9  3,486,229 58.8  2,511,337 51.7

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※１ 520,122   546,234   547,193   

減価償却累計額  241,233 278,889  260,069 286,165  251,938 295,255  

(2）機械装置及び運搬
具

 1,265,284   1,267,246   1,247,759   

減価償却累計額  995,977 269,306  973,886 293,359  992,734 255,024  

(3）土地 ※１  1,284,425   1,434,395   1,437,425  

(4）建設仮勘定   16,533   171,628   131,716  

(5）その他  203,198   218,280   195,931   

減価償却累計額  140,085 63,113  120,947 97,333  112,104 83,827  

有形固定資産合計   1,912,268 51.7  2,282,883 38.5  2,203,249 45.4

２　無形固定資産           

(1）連結調整勘定   37,583   35,329   36,468  

(2）その他   16,471   16,484   16,984  

無形固定資産合計   54,055 1.4  51,813 0.9  53,453 1.1

３　投資その他の資産   56,291 1.5  66,200 1.1  68,635 1.4

固定資産合計   2,022,615 54.6  2,400,897 40.5  2,325,337 47.9

Ⅲ　繰延資産   17,763 0.5  43,719 0.7  17,898 0.4

資産合計   3,700,457 100.0  5,930,846 100.0  4,854,573 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形及び買掛金   504,885   702,892   846,354  

２　短期借入金 ※１  244,534   107,446   125,169  

３　１年内返済予定長期
借入金

※１  114,600   140,080   165,290  

４　１年内償還予定社債   80,000   80,000   80,000  

５　未払法人税等   6,828   33,486   23,773  

６　賞与引当金   18,776   28,140   24,729  

７　その他   87,729   127,396   275,026  

流動負債合計   1,057,354 28.6  1,219,441 20.6  1,540,343 31.7

Ⅱ　固定負債           

１　社債   490,000   410,000   450,000  

２　新株予約権付社債   －   1,200,000   －  

３　長期借入金 ※１  137,984   253,290   339,890  

４　再評価に係る繰延税
金負債

  430,928   451,019   451,019  

５　退職給付引当金   131,009   117,792   114,157  

６　その他   1,800   1,800   1,800  

固定負債合計   1,191,723 32.2  2,433,901 41.0  1,356,866 28.0

負債合計   2,249,077 60.8  3,653,343 61.6  2,897,209 59.7

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   － －  － －  －  

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   740,000 20.0  － －  938,800 19.3

Ⅱ　資本剰余金   － －  － －  198,800 4.1

Ⅲ　利益剰余金   90,409 2.4  － －  189,562 3.9

Ⅳ　土地再評価差額金   630,472 17.0  － －  610,381 12.6

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

  189 0.0  － －  253 0.0

Ⅵ　為替換算調整勘定   △7,798 △0.2  － －  22,150 0.5

Ⅶ　自己株式   △1,893 △0.1  － －  △2,585 △0.1

資本合計   1,451,379 39.2  － －  1,957,363 40.3

負債、少数株主持分及
び資本合計

  3,700,457 100.0  － －  4,854,573 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  1,090,431 18.4  － －

２　資本剰余金   － －  347,169 5.8  － －

３　利益剰余金   － －  210,585 3.6  － －

４　自己株式   － －  △3,048 △0.1  － －

株主資本合計   － －  1,645,137 27.7  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　土地再評価差額金   － －  617,249 10.4  － －

２　その他有価証券評価
差額金 

  － －  159 0.0  － －

３　為替換算調整勘定   － －  14,956 0.3  － －

評価・換算差額等合計   － －  632,365 10.7  － －

 純資産合計   － －  2,277,502 38.4  － －

負債、少数持分及び純
資産合計 

  － －  5,930,846 100.0  － －

           

- 11 -



(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,159,448 100.0  1,722,454 100.0  3,137,875 100.0

Ⅱ　売上原価   834,547 72.0  1,354,313 78.6  2,380,032 75.8

売上総利益   324,901 28.0  368,140 21.4  757,842 24.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  281,273 24.2  398,228 23.1  621,494 19.8

営業利益又は営業損
失（△）

  43,628 3.8  △30,088 △1.7  136,348 4.3

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  170   3,043   407   

２　受取配当金  462   468   862   

３　為替差益  －   －   5,473   

４　賃貸不動産収入  8,882   9,967   17,886   

５　その他  2,416 11,932 1.0 4,081 17,561 1.0 6,610 31,240 1.0

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  11,328   9,036   21,686   

２　手形譲渡損  866   693   2,057   

３　為替差損  2,131   1,264   －   

４　新株発行費償却  －   2,507   5,015   

５　社債発行費償却  2,325   6,303   4,650   

６　賃貸不動産費用  9,270   7,197   18,264   

７　その他  12,437 38,360 3.3 7,462 34,464 2.0 17,188 68,863 2.2

経常利益又は経常損
失（△）

  17,199 1.5  △46,991 △2.7  98,726 3.1

Ⅵ　特別利益           

１　貸倒引当金戻入額  2,763   895   1,930   

２　製品補償引受金  － 2,763 0.2 111,917 112,812 6.5 10,172 12,102 0.4

Ⅶ　特別損失           

　１　損害賠償金  8,000   －   8,000   

　２　保険差損  －   －   4,396   

　３　固定資産除却損  －   －   4,513   

  ４　減損損失 ※２ － 8,000 0.7 3,029 3,029 0.2 － 16,910 0.5

税金等調整前中間(当
期)純利益

  11,962 1.0  62,791 3.6  93,917 3.0

法人税、住民税及び
事業税

 4,045   30,400   17,920   

法人税等調整額  － 4,045 0.3 4,500 34,900 2.0 △31,500 △13,580 △0.4

中間(当期)純利益   7,917 0.7  27,891 1.6  107,497 3.4
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(3) 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

前連結会計年度
（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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   528,688  528,688

Ⅱ　資本剰余金増加高　　
　　

     

 　 増資による新株の発行
　　　

 － － 198,800 198,800

Ⅲ　資本剰余金減少高      

 　　資本剰余金取崩額  528,688 528,688 528,688 528,688

Ⅳ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  －  198,800

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △446,196  △446,196

Ⅱ　利益剰余金増加高      

     資本剰余金取崩額  528,688  528,688  

 　　中間（当期）純利益  7,917 536,606 107,497 636,185

Ⅲ　利益剰余金減少高      

連結子会社増加利益
剰余金減少高

 － － 426 426

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  90,409  189,562
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  (4) 中間連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年２月28日　残高

（千円）
938,800 198,800 189,562 △2,585 1,324,577

中間連結会計期間中の変動額

新株予約権付社債の行使

（千円）
151,631 148,368 － － 300,000

自己株式の取得（千円） － － － △463 △463

中間純利益（千円） － － 27,891 － 27,891

土地の減損（千円） － － △6,867 － △6,867

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
151,631 148,368 21,024 △463 320,560

平成18年８月31日　残高

（千円）
1,090,431 347,169 210,585 △3,048 1,645,137

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日　残高

（千円）
253 － 610,381 22,150 632,786 － － 1,957,363

中間連結会計期間中の変動額

新株予約権付社債の行使

（千円）
－ － － － － － － 300,000

自己株式の取得（千円） － － － － － － － △463

中間純利益（千円） － － － － － － － 27,891

土地の減損（千円） － － 6,867 － 6,867 － － －

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

△94 － － △7,194 △7,288 － － △7,288

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△94 － 6,867 △7,194 △420 － － 320,139

平成18年８月31日　残高

（千円）
159 － 617,249 14,956 632,365 － － 2,277,502
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度の要約
キャッシュ・フロー計算
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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益又は税
金等調整前中間純損失（△）

 11,962 62,791 93,917

減価償却費  38,698 19,084 80,173

賞与引当金の増減額（減少：△）  2,158 3,411 8,110

連結調整勘定償却額  1,164 1,139 2,279

退職給付引当金の増減額（減少：△）  15,901 3,634 △950

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △3,030 △575 △1,113

受取利息及び受取配当金  △632 △8,597 △1,269

支払利息  11,328 9,230 21,686

為替差損益  △1,867 386 567

売上債権の増減額（増加：△）  156,896 476,756 △629,848

たな卸資産の増減額（増加：△）  3,956 △69,068 △172,200

仕入債務の増減額（減少：△）  △75,535 △141,666 248,885

未払消費税等の増減額（減少：△）  9,907 △11,027 17,194

その他の増減額（減少：△）  △33,737 △218,806 150,006

小計  137,172 126,693 △182,561

利息及び配当金の受取額  632 3,512 1,269

利息の支払額  △9,428 △9,425 △20,361

法人税等の支払額  △5,278 △13,183 △23,733

営業活動によるキャッシュ・フロー  123,097 107,597 △225,387
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前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度の要約
キャッシュ・フロー計算
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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金預入による支出  △12,000 △3,000 △21,000

定期預金払戻による収入  － － 54,000

子会社取得による純増加額  － － 39,175

連結子会社取得のための支出  － △550,670 －

有形固定資産の取得による支出  △44,914 △109,880 △335,440

有形固定資産の除却による支出  － △252 －

無形固定資産の取得による支出  △443 － △777

貸付けによる支出  － △320,000 －

その他  9,916 2,770 7,616

投資活動によるキャッシュ・フロー  △47,441 △981,033 △256,426

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入による収入  190,000 64,365 170,000

短期借入金の返済による支出  △297,400 △42,000 △451,808

長期借入による収入  － － 400,000

長期借入金の返済による支出  △63,300 △111,186 △207,660

新株発行による収入  － － 382,553

社債の発行による収入  387,987 1,463,296 390,350

社債の償還による支出  △20,000 △40,000 △60,000

新株の発行による支出  △7,571 － －

自己株式取得による支出  △348 △463 △1,040

その他  － △979 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  189,366 1,333,032 622,394

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  2,733 △48,586 △19,073

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額又は減少額
（減少：△）

 267,756 411,010 121,507

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  44,025 165,533 44,025

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残
高

※１ 311,781 576,543 165,533
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１　連結の範囲に関する事項

子会社は、全て連結しておりま

す。

連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

㈱アジアビーアンドアールネッ

トワーク

瀋陽篠辺機械製造有限公司（中

国）

１　連結の範囲に関する事項

子会社は、全て連結しておりま

す。　

連結子会社の数　３社

連結子会社の名称 

㈱アジアビーアンドアールネッ

トワーク 

 瀋陽篠辺機械製造有限公司

 （中国） 

 ㈱東京試験機

１　連結の範囲に関する事項

　　　　　同左

２　持分法の適用に関する事項

　持分法を適用した関連会社の数　

１社

会社名

     シェンク東京衡機㈱

 持分法適用会社の中間決算は

 中間連結決算日と異なっており

 会社の中間会計期間に係る中間

 財務諸表を使用しております。

２　持分法の適用に関する事項

　持分法を適用した関連会社の数

　０社

２　持分法の適用に関する事項

　持分法を適用した関連会社の数

　０社　　　　　　　　

 （注）シェンク東京衡機㈱は、当

社の出資比率が19％から6.33%

に減少したことにより除外いた

しました。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

連結子会社の中間決算日は６月

30日であります。

中間連結財務諸表作成にあたっ

て、これらの会社については６

月30日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しており

ます。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

連結子会社のうち、㈱アジア

ビーアンドアールネットワーク、

瀋陽篠辺機械製造有限公司の中

間決算日は６月30日であります。

中間連結財務諸表の作成にあ

たって、これらの会社について

は６月30日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用して

おります。

３　連結子会社の決算日等に関する事

項

連結子会社のうち、㈱アジア

ビーアンドアールネットワーク、

瀋陽篠辺機械製造有限公司の決

算日は12月31日であります。

連結財務諸表作成にあたって、

これらの会社については、同決

算日現在の財務諸表を使用して

おります。

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（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）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左 

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（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

移動平均法による原価法

時価のないもの

　　同左

時価のないもの

　　同左

②　デリバティブ

　時価法

②　デリバティブ

　　　同左

②　デリバティブ

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 ③　ヘッジ会計の方法 

　ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっており

ます。なお、金利スワップに

ついて特例処理の要件を満た

している場合は、特例処理を

採用しております。

 ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段　　　ヘッジ対象

 金利スワップ　　借入金

 ヘッジ方法

為替相場や金利の市場変動に

よるリスクを回避するために

デリバティブ取引を採用して

おり、投機目的のものではあ

りません。

 　　　ヘッジ有効性の評価

 特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評

価を省略しております。

③　ヘッジ会計の方法 

 

 繰延ヘッジ処理によっており

ます。なお、金利スワップに

ついて特例処理の要件を満た

している場合は、特例処理を

採用しております。

 ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段　　　ヘッジ対象

 金利スワップ　　借入金

 ヘッジ方法

為替相場や金利の市場変動に

よるリスクを回避するために

デリバティブ取引を採用して

おり、投機目的のものではあ

りません。

 ヘッジ有効性の評価

特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評

価を省略しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

④　たな卸資産

製品・半製品・仕掛品

個別法による原価法

原材料・貯蔵品

移動平均法による原価法

④　たな卸資産

　　　同左

 

 

 

④　たな卸資産

同左

 

 

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

定率法。ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物

（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。

また、在外連結子会社は、主

として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。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　　　同左

 

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

建物及び構

築物
７年～45年

機械装置及

び運搬具
６年～17年

工具器具備

品
２年～15年

 

②　無形固定資産

定額法。なお、自社利用のソ

フトウエアについては社内に

おける利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用してお

ります。

②　無形固定資産

　　　同左

②　無形固定資産

同左

(3）繰延資産の処理方法

新株発行費

商法施行規則の規定する期間

（３年）により均等償却

(3）繰延資産の処理方法

新株発行費

　　 同左

(3）繰延資産の処理方法

新株発行費　　

　  同左　

 

 　　　社債発行費

商法施行規則の規定する期間

(３年）により均等償却

 　　　社債発行費

定額法。ただし、前連結会計

年度以前に発生したものにつ

いては、商法施行規則の規定

する期間(３年)により均等償

却 

 　　　社債発行費

商法施行規則の規定する期間

(３年）により均等償却　　

　

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備え

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検討し、

回収不能見込額を計上してお

ります。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　　　同左

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

②　賞与引当金

当社は、従業員の賞与支給に

充てるため、支給見込額のう

ち当中間連結会計期間の負担

額を計上しております。

②　賞与引当金

　同左

②　賞与引当金

当社は、従業員の賞与支給に

充てるため、支給見込額のう

ち当連結会計年度の負担額を

計上しております。

③　退職給付引当金

当社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務の見

込額に基づき、当中間連結会

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。

なお、会計基準変更時差異

(241,439千円)については、

15年による按分額を費用処理

しております。

③　退職給付引当金

　　　同左

③　退職給付引当金

当社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務の見

込額に基づき、当連結会計年

度末における発生していると

認められる額を計上しており

ます。

なお、会計基準変更時差異 

(241,439千円)については、

15年による按分額を費用処

理しております。

(5）重要な外貨建の資産または負債

の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算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。

なお、在外子会社の資産及び負

債は、連結子会社の中間決算日

の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均

相場により円貨に換算し、為替

差額は資本の部における為替換

算調整勘定に含めて計上してお

ります。

(5）重要な外貨建の資産または負債

の本邦通貨への換算基準

　　　　同左

 

(5）重要な外貨建の資産または負債

の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決

算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。

なお、在外子会社の資産及び負

債は、連結子会社の決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、為替差額は

資本の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しております。

(6）重要なリース取引の処理方法

リース料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

る方式に準じた会計処理によっ

ております。

(6）重要なリース取引の処理方法

　　　　同左

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(7）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　　　同左

消費税等の会計処理

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　　　　同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

同左
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　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日

至　平17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度 
（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）　

  当中間連結会計期間より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当する

金額は2,277,502千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表の純資産の部について

は、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、

改正後の中間連結財務諸表規則により作

成しております。

   ――――――――

  ―――――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

  当中間連結会計期間より、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）を摘要しており

ます。

　この変動に伴い、税金等調整前当期純

利益が3,029千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

後の中間連結財務諸表規則に基づき、当

該各資産の金額から直接控除しておりま

す。

  ――――――――

  ―――――――― （繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い）　 

　当中間連結会計期間から、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会　平成18年８月11日実

務対応報告第１号）を適用しております。

  ――――――――
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日

至　平17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度 
（自　平成17年３月１日 
至　平成18年２月28日） 

  ―――――――― （売上計上基準の変更）

　従来、当社の試験機事業における現地

据付調整を伴う試験機売上計上は出荷基

準を採用しておりましたが、当中間（連

結）会計期間より検収基準に変更いたし

ました。この変更は、当事業における、

試験機の高度化、個別仕様による特殊化

等により試験機出荷日から現地据付調整

完了後の検収日までの期間が長期化する

傾向にあることから、売上計上基準を客

観性、確実性のある検収基準に変更する

ことにより、適正な期間損益計算を行う

ため実施するものであります。

　この変更に伴い、従来と同一の基準に

よった場合と比較し、売上高は79,926千

円減少し、営業利益、経常利益および税

金等調整前中間純利益はそれぞれ25,637

千円減少しております。 

  ――――――――

  ―――――――― （追加情報）

　当社は、平成18年４月27日開催の取締

役会において、中国現地法人である無錫

三和塑料製品有限公司および上海参和商

事有限公司の出資持分を取得しそれぞれ

子会社化することを決議し、同日付で売

買契約を締結いたしました。その後の状

況といたしましては、平成18年７月１日

に当該会社の董事会承認は完了し、出資

持分の払込の完了は平成18年９月11日と

なりました。 

  ――――――――

表示方法の変更

前中間連結会計期間
　（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
　（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

  ――――――――

 

（中間連結貸借対照表） 

　「短期貸付金」及び「仮払金」は、前中間連結会計期間

末には、流動資産のその他に含めて表示しておりましたが、

当中間連結会計期間末において資産の総額の100分の５を

超えたため区分掲記しました。

 　なお、前中間連結会計期間末の「短期貸付金」の金額は

50,000千円、「仮払金」の金額は、3,356千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度末
（平成18年２月28日）

※１　担保提供資産 ※１　担保提供資産 ※１　担保提供資産

土地 1,279,293千円

建物及び構築物 165,699千円

計 1,444,992千円

土地    1,279,293千円

建物及び構築物     240,533千円

計   1,519,826千円

土地    1,279,293千円

建物及び構築物      157,340千円

計    1,436,633千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 178,000千円

長期借入金 248,440千円

（うち一年内返済

予定）
114,600千円

短期借入金     83,925千円

長期借入金     393,370千円

（うち一年内返済

予定）
     140,080千円

短期借入金       42,000千円

長期借入金      504,080千円

（うち一年内返済

予定）
     164,190千円

２　受取手形割引高及び裏書譲渡高 ２　受取手形割引高及び裏書譲渡高 ２　受取手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 －千円

受取手形裏書譲渡高 12,242千円

受取手形割引高 －千円

受取手形裏書譲渡高     13,463千円

受取手形割引高    159,325千円

受取手形裏書譲渡高      9,600千円

   ―――――――― ※３　仮払金

 子会社取得のための

出資持分払込金

527,000千円 

   ――――――――

     ――――――――  　４　自由処分権を有する担保受入金融資産の

時価

     ――――――――

担保受入有価証券 362,750千円 
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費用及

　  び金額

※１　販売費及び一般管理費の主要な費用及

  び金額

※１　販売費及び一般管理費の主要な費用及

　  び金額

給与賞与 148,291千円

賞与引当金繰入額 19,330千円

退職給付費用 13,826千円

福利厚生費 23,768千円

旅費交通費 16,113千円

地代家賃 8,573千円

減価償却費 9,216千円

給与賞与 201,045千円

賞与引当金繰入額 13,909千円

退職給付費用       13,959千円

福利厚生費    24,366千円

旅費交通費   23,248千円

地代家賃      17,765千円

減価償却費      7,961千円

給与賞与      218,239千円

賞与引当金繰入額       42,245千円

退職給付費用       22,247千円

福利厚生費       52,025千円

旅費交通費       49,775千円

地代家賃       24,884千円

減価償却費      19,237千円

貸倒引当金繰入額    816千円

―――――――― ※２　減損損失　 ――――――――

　　  当社グループは事業の種類別セグメ

ントを基礎としてグルーピングし、賃

貸資産および遊休資産については個々

の資産ごとに減損の検討を行っており

ます。

　回収可能価額の評価にあたっては、

事業用資産については使用価値、賃貸

資産および遊休資産については正味売

却価額を適用しております。正味売却

価額の評価にあたっては、主に固定資

産税評価額に基づいた時価を適用して

おります。

　その結果、遊休資産は地価の下落に

より帳簿価格に対し時価が著しく下落

しているため、固定資産減損損失3,029

千円を特別損失に計上しております。

 【固定資産の種類ごとの当該金額の内訳】  

   （単位：千円）

用途  場所  種類 金額

厚生施設用
地

長野県
上水内郡 

土地 3,029

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 　当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

 　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式（注１） 40,379,046 1,919,835 － 42,298,431

合計 40,379,046 1,919,835 － 42,298,431

自己株式

普通株式（注２） 13,574 2,410 － 15,984

合計 13,574 2,410 － 15,984

 （注）１　当中間連結会計期間増加数は、転換社債型新株予約権付社債の権利行使による増加であります。

 （注）２　当中間連結会計期間増加数は、単元未満株式の買取による増加であります。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目との関

係

（平成17年８月31日現在） （平成18年８月31日現在） （平成18年２月28日現在）

現金及び預金勘定 386,781千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△75,000千円

現金及び現金同等物 311,781千円

現金及び預金勘定     611,543千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△35,000千円

現金及び現金同等物     576,543千円

現金及び預金勘定      197,533千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
    △32,000千円

現金及び現金同等物      165,533千円

 ―――――――― 　２　重要な非資金取引の内容

 　転換社債の転換

転換社債の転換による資

本金増加額

151,631千円 

転換社債の転換による資

本準備金増加額
148,368千円 

転換による転換社債減少

額

300,000千円 

 ―――――――― 
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（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

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

73,830 32,354 41,476

その他（工具
器具備品）

16,872 7,475 9,396

合計 90,702 39,829 50,873

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

17,832 4,458 13,374

その他（工具
器具備品）

35,277 13,815 21.461

合計 53,109 18,273 34,836

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

機械装置及び
運搬具

73,830 32,007 41,823

その他（工具
器具備品）

35,277 10,287 24,989

合計 109,107 42,295 66,812

（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。

（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。

（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 12,338千円

１年超 38,535千円

合計 50,873千円

１年内       10,027千円

１年超       24,808千円

合計       34,836千円

１年内       16,019千円

１年超       50,793千円

合計       66,812千円

（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。

（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。

（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累計額相当

額

(3）支払リース料及び減価償却累計額相当

額

(3）支払リース料及び減価償却累計額相当

額

支払リース料 7,839千円

減価償却費相当額 7,839千円

支払リース料    5,013千円

減価償却費相当額    5,013千円

支払リース料      14,864千円

減価償却費相当額   14,864千円

(4）減価償却費相当額の算出方法

リース期間を耐用年数とし、残存価格

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算出方法

リース期間を耐用年数とし、残存価格

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算出方法

リース期間を耐用年数とし、残存価格

を零とする定額法によっております。
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②　有価証券

（前中間連結会計期間末）（平成17年８月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 180 370 189

２．時価評価されていない主な有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 12,718

（当中間連結会計期間末）（平成18年８月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 180 475 294

２．時価評価されていない主な有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 12,359

（前連結会計年度末）（平成18年２月28日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 180 607 426

２．時価評価されていない主な有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 12,218
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③　デリバティブ取引

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連

区分 種類

前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度末
（平成18年２月28日）

契約額
等
（千円）

契約額
等うち
１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損
益
（千円）

契約額
等
（千円）

契約額
等うち
１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損
益
（千円）

契約額
等
（千円）

契約額
等うち
１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損
益
（千円）

市場取引以

外の取引

為替予約取引             

買建             

　中国元 － － － － 11,512 － 11,798 286 80,584 － 81,124 567

　（注）　時価の算定方法

期末の時価は先物相場を使用しております。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年３月１日　至　平成17年８月31日）

 
試験機事業
（千円）

民生品事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 907,481 251,967 1,159,448 － 1,159,448

(2）セグメント間の内部売上高 3,386 159,561 162,947 (162,947) －

計 910,867 411,529 1,322,396 (162,947) 1,159,448

営業費用 753,079 250,248 1,003,327 112,493 1,115,820

営業利益 157,787 161,281 319,069 (275,441) 43,628

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

試験機事業 動力計、環境試験装置、性能・耐久試験機、疲労及び動的試験機等

民生品事業 家庭用電気製品、木工製品

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は112,493千円あり、その主なものは基

礎的試験研究費などに要した費用および当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

 
試験機事業
（千円）

民生品事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,291,351 431,102 1,722,454 － 1,722,454

(2）セグメント間の内部売上高 － － － － －

計 1,291,351 431,102 1,722,454 － 1,722,454

営業費用 1,192,920 449,481 1,642,402 110,140 1,752,542

営業利益 98,430 (18,378) 80,052 (110,140) (30,088)

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

試験機事業 動力計、環境試験装置、性能・耐久試験機、疲労及び動的試験機等

民生品事業 家庭用電気製品、木工製品

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は110,140千円あり、その主なものは基

礎的試験研究費などに要した費用および当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

 
試験機事業
（千円）

民生品事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,317,648 820,227 3,137,875 － 3,137,875

(2）セグメント間の内部売上高 3,661 305,556 309,217 (309,217) －

計 2,321,309 1,125,783 3,447,093 (309,217) 3,137,875

営業費用 1,961,706 816,058 2,777,765 223,761 3,001,526

営業利益 359,602 309,725 669,328 (532,979) 136,348

　（注）１．事業区分の方法

　事業は,製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

試験機事業 動力計、環境試験装置、性能・耐久試験機、疲労及び動的試験機等

民生品事業 家庭用電気製品、木工製品

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は223,761千円あり、その主なものは基

礎的試験研究費などに要した費用および当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年３月１日　至　平成17年８月31日）

 
日本

（千円）
中国

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,126,022 33,425 1,159,448 － 1,159,448

(2）セグメント間の内部売上高 － 162,947 162,947 (162,947) －

計 1,126,022 196,373 1,322,396 (162,947) 1,159,448

営業費用 984,165 19,161 1,003,327 112,493 1,115,820

営業利益 141,857 177,212 319,069 (275,441) 43,628

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は112,493千円であり、その主なもの

は基礎的試験研究費などに要した費用および当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
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当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

 
日本

（千円）
中国

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,685,854 36,599 1,722,454 － 1,722,454

(2）セグメント間の内部売上高 － － － － －

計 1,685,854 36,599 1,722,454 － 1,722,454

営業費用 1,592,818 49,583 1,642,402 110,140 1,752,542

営業利益 93,036 (12,984) 80,052 (110,140) (30,088)

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は112,493千円であり、その主なもの

は基礎的試験研究費などに要した費用および当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

 
日本

（千円）
中国

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,044,034 93,840 3,137,875 － 3,137,875

(2）セグメント間の内部売上高 － 309,217 309,217 (309,217) －

計 3,044,034 403,058 3,447,093 (309,217) 3,137,875

営業費用 2,701,159 76,606 2,777,765 223,761 3,001,526

営業利益 342,875 326,452 669,328 (532,979) 136,348

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は223,761千円であり、その主なもの

は基礎的試験研究費などに要した費用および当社の総務・管理部門等の管理部門に係る費用であります。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年３月１日　至　平成17年８月31日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

３月１日　至　平成18年８月31日）及び前連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（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 　70円84銭

１株当たり中間純利益 　０円39銭

１株当たり純資産額 　  53円86銭

１株当たり中間純利益 　 ０円69銭

１株当たり純資産額 48円  49銭

１株当たり当期純利益　  3円 79銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、潜在株式がないた

め記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　　　　　　　　　　　　０円57銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式がないた

め記載しておりません。

　（注）　算定上の基礎

 　　１．１株当たり純資産額

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

中間連結貸借対照表の純資

産の部の合計額
(千円) － 2,277,502 －

普通株式に係る純資産額 (千円) － 2,277,502 －

普通株式の発行済株式数 (株) － 42,282,447 －

普通株式の自己株式数
 

(株)
－ 15,984 －

１株当たりの純資産の算定

に用いられた普通株式の数

 

(株)
－ 42,282,447 －

 　　２．１株当たり中間(当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

中間連結損益計算書上の中

間（当期）純利益
(千円) 7,917 27,891 107,497

普通株式に係る中間(当期)

純利益又は中間純損失
(千円) 7,917 27,891 107,497

普通株主に帰属しない金額 (千円) － － －

普通株式の期中平均株式数 (株) 20,488,844 40,666,920 28,385,574

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益の算定

に用いられた普通株式増加

数の主要な内訳

転換社債

 

 

(株） 

－ 8,192,114 －

普通株式増加数 (株) － 8,192,114 －

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

　　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　－　　

　　　　　　

－
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(営業の一部譲受けおよび子会社の異動)

　当社は、平成17年６月13日開催の取締役

会において、ジェイティトーシ株式会社の

営業のうち、試験機事業に関する営業を、

新たに株式を取得し子会社化する会社を通

して譲受けることを決議いたしました。

 １.目的

　本件営業譲受けは、譲受け事業の主

力製品である材料試験機のマーケット

シェアを取得することにより、総合的

な試験機メーカーとして試験機事業全

体の開発、生産および販売の基盤増強

を図ることを目的としております。

 ２.営業譲受けの概要

　(1)相手方(譲渡会社)の概要

 ①商号 ジェイティトーシ株式会社

 ②代表者 代表取締役社長

　中村　洋二 

 ③本店所在地 東京都港区虎ノ門一丁目1番

16号 

 ④設立年月日 1933年10月20日 

 ⑤事業内容 各種試験機、測定器等の開

発、製造および販売  

 ⑥資本金 488百万円 

          ―――――――― 　　　   ――――――――

  (2)営業譲受けの内容

①譲受け事業の内容

　試験機に関する開発・製造・販売部門

②譲受け資産の総額

約345百万円(内、153百万円は土地代）

　

 ③譲受け価額

譲受け価額は、譲受け資産の帳簿価額

を基準といたします。

 （3)営業譲受けの日程

平成17年６月13日  基本契約書締結

平成17年11月25日 
営業譲受主体の株式

取得(子会社化） 

平成17年12月１日 営業譲受け期日 
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

３.新たに子会社化する会社の概要 

 (1)子会社化の理由および方法 

 当社は、ジェイティトーシ株式会社が全

株式を保有している株式会社東京試験機を

上記営業譲受けの譲受主体とするために、

平成17年11月25日にその全株式を同日の株

主資本額を対価として取得しました。 

 (2)子会社化する会社の概要 

①商号 株式会社東京試験機（旧商

号は、株式会社トーシエン

ヂニアリング） 

②代表者 代表取締役

　中村　洋二 

③所在地 愛知県豊橋市北島町字北島

202番地

④設立年月日 1984年８月30日 

⑤主な事業内容 各種試験機の保守サービ

ス 

⑥資本金 50百万円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(株主割当による新株式発行)

  当社は、平成17年６月23日開催の取締役

会において、連結子会社である瀋陽篠辺機

械製造有限公司の金型生産能力拡大に要す

る設備投資資金の調達を主たる目的として

株主割当による新株式発行の決議を行い、

平成17年10月７日に新株式の払込みが完了

いたしました。なお、申込みの状況は以下

のとおりであります。

①発行総数  　 　20,499,000株 

　　(409,980,000円)

②申込総数       19,880,046株

    (397,600,920円)

③失権総数        　618,954株

     (12,379,080円)

  この結果、平成17年10月７日付で資本金

は198,800千円増加し938,800千円、資本準

備金は198,800千円増加し257,960千円とな

りました。また、発行済株式総数は19,880

千株増加し40,379千株となりました。

  なお、上記新株式発行の概要は以下のと

おりであります。

①発行新株式数       20,499,000株

②割当方法  平成17年７月31日の

最終の株主名簿および

実質株主名簿に記載ま

たは記録された株主に

対し、その所有株式１

株につき１株の割合

③発行価額    １株につき金20円 

④発行価額の総額       409,980,000円

⑤資本組入額    １株につき金10円

⑥払込金額    １株につき金20円

⑦申込期間 平成17年９月５日から

平成17年９月16日まで

⑧払込期日  平成17年10月７日

⑨配当起算日  平成17年３月１日 

⑩その他 申込期日までに申込み

のない場合は、新株引

受権を失い、引受けの

ない失権株式について

は、募集を打ち切り再

募集は行わない。

 

            ────── ──────

- 36 -



前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 (連結子会社における火災に起因する損

害発生）

  連結子会社である瀋陽篠辺機械製造有限

公司の第二工場(木工工場)において火災に

起因する損害が発生いたしました。

 １．損害の内容

①損害の額 概算額240万元

（約3,150万円) 

②損害発生年月日 平成17年７月９日午前

4時30分頃(現地時間) 

③損害発生場所 中華人民共和国遼寧省

瀋陽市城子区

瀋陽篠辺機械製造有限

公司　第二工場

④損害の原因 木工製品用の乾燥機付

近から出火したものと

見られております。 

 ２.今後の見通し

  火災の発生した第二工場は木工製品

(ハンガー、家具等)の製造拠点であり

ますが、財産保険がかけられていたた

め、損害につきましては保険会社から

保険金が220万元（約2,880万円）支払

われております。同工場の再建につき

ましては、平成18年１月を目途に工事

が進められていますが、再建までの間

は、他の工場を賃借りし営業を継続し

ております。

  本災害の当連結会計期間の連結業績

に与える影響につきましては、営業再

開の準備等により連結売上高が若干減

少する見込ですが、連結損益につきま

してはあまり影響はないものと見込ん

でおります。

 

          ―――――――― ―――――――― 
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５．生産、受注及び販売の状況
１．生産実績

事業の種類別セグメントの名称
前中間連結会計期間 

（自　平成17年３月１日 
至　平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自　平成18年３月１日 
至　平成18年８月31日） 

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

試験機事業 992,403 1,582,279 2,492,868

民生品事業 251,967 431,102 820,227

合計 1,244,370 2,013,381 3,313,095

　（注）１．金額は、販売価額によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．受注状況

事業の種類別セグメントの名称
前中間連結会計期間 

(自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日) 

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

金額(千円) 金額(千円) 金額（千円）

試験機事業 1,419,952 1,213,989 2,503,051

民生品事業 － － －

合計 1,419,952 1,213,989 2,503,051

　（注）１．金額は販売価額によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．民生品事業での中国子会社は受注生産ではないため、上記の金額に含まれておりません。

３．販売実績

事業の種類別セグメントの名称
前中間連結会計期間 

(自　平成17年３月１日 
至　平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自　平成18年３月１日 
至　平成18年８月31日) 

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

金額(千円) 金額(千円) 金額（千円）

試験機事業 907,481 1,291,351 2,317,648

民生品事業 251,967 431,102 820,227

合計 1,159,448 1,722,454 3,137,875

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引は相殺消去しております。

３．主な相手先別販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前中間連結会計期間
(自　平成17年３月１日 
至　平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日 
至　平成18年８月31日) 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

プラコム㈱ 216,185 18.6 394,208 22.9

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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４．受注残

事業の種類別セグメントの名称
前中間連結会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前連結会計年度末
（平成18年２月28日）

試験機事業 1,336,284 1,248,937 1,218,148

民生品事業 － － －

合計 1,336,284 1,248,937 1,218,148

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．民生品事業での中国子会社は受注生産ではないため、上記の金額に含まれておりません。
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