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１．平成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 1,357 20.5 △15 － △28 －

17年８月中間期 1,126 13.8 30 － 14 －

18年２月期 2,902 119 87

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 △41 － △1 03

17年８月中間期 5 － 0 27

18年２月期 95 3 35

（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更 有

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示は、対前年中間期増減率であります。

(2）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 5,571 2,224 39.9 52 60

17年８月中間期 3,563 1,500 42.1 73 23

18年２月期 4,520 1,966 43.5 48 72

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 18年８月中間期  15,984株 17年８月中間期 10,819株 18年２月期    13,574株

２．平成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 3,349 21 2

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　０円05銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年２月期 － － － －   

19年２月期（実績） － － － －   

19年２月期（予想） － － － －   

※  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７頁を参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表等
(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）
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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   318,643   448,796   165,265  

２　受取手形   269,152   569,396   461,514  

３　売掛金 ※１  454,316   294,778   896,488  

４　たな卸資産   259,879   367,442   272,962  

５　短期貸付金   －   472,516   －  

６　仮払金 ※３  －   528,730   －  

７　その他   95,049   249,858   197,761  

貸倒引当金   △720   △1,255   △1,555  

流動資産合計   1,396,321 39.2  2,930,265 52.6  1,992,437 44.1

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物 ※１ 351,057   351,634   350,253   

減価償却累計額  186,255 164,801  196,069 155,564  191,022 159,231  

(2）機械装置  1,016,406   953,008   990,444   

減価償却累計額  908,242 108,163  868,140 84,867  895,544 94,899  

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

(4）建設仮勘定   1,105   8,869   2,850  

(5）その他  160,437   129,339   127,738   

減価償却累計額  142,997 17,439  105,201 24,137  105,098 22,639  

有形固定資産合計   1,575,935 44.2  1,707,835 30.6  1,717,046 38.0

２　無形固定資産   5,498   5,085   5,288  

無形固定資産合計   5,498 0.2  5,085 0.1  5,288 0.1

３　投資その他の資産           

(1）関係会社株式   331,419   375,719   375,719  

(2) 関係会社長期貸付
金 

  180,000   445,000   345,000  

(3）その他   56,291   64,578   67,013  

 貸倒引当金   △180   △445   △345  

投資その他の資産合
計

  567,531 15.9  884,852 15.9  787,387 17.4

固定資産合計   2,148,965 60.3  2,597,774 46.6  2,509,722  

Ⅲ　繰延資産   17,763 0.5  43,719 0.8  17,898 0.4

資産合計   3,563,050 100.0  5,571,758 100.0  4,520,057 100.0
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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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形   309,577   439,729   543,458  

２　買掛金   105,115   121,713   134,754  

３　短期借入金 ※１  178,000   50,000   42,000  

４　１年内返済予定長期
借入金

※１  114,600   140,080   164,190  

５　１年内償還予定社債   80,000   80,000   80,000  

６　未払法人税等   6,393   7,787   15,193  

７　賞与引当金   18,776   22,179   19,917  

８　その他 ※3,4  62,690   52,205   196,969  

流動負債合計   875,153 24.6  913,694 16.4  1,196,483 26.5

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  133,840   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   1,187,578 33.3  2,433,901 43.6  1,356,866 30.5

負債合計   2,062,731 57.9  3,347,595 60.0  2,553,350 56.5

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   740,000 20.8  － －  938,800 20.8

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金   59,160   － －  257,960  

資本剰余金合計   59,160 1.7  － －  257,960 5.7

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金   66,800   － －  66,800  

２　中間（当期）未処分
利益

  5,590   － －  95,097  

利益剰余金合計   72,390 2.0  － －  161,897 3.6

Ⅳ　土地再評価差額金   630,472 17.7  － －  610,381 13.5

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

  189 0.0  － －  253 0.0

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

資本合計   1,500,318 42.1  － －  1,966,707 43.5

負債及び資本合計   3,563,050 100.0  － －  4,520,057 100.0
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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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 （純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

 １　資本金   － －  1,090,431 19.6  － －

２　資本剰余金  －         

(1)資本準備金     406,329   －   

資本剰余金合計   － －  406,329 7.3  － －

３　利益剰余金           

(1)利益準備金  －   66,800    －  

(2)その他利益剰余金        －   

 繰越利益剰余金  －  － 46,241   －  －

利益剰余金合計   －   113,041 2.0  －  

４　自己株式   － －  △3,048 △0.0  － －

株主資本合計      1,606,753 28.9    

Ⅱ　評価・換算差額等 　　
　　

          

１　土地再評価差額金   － －  617,249 11.1  － －

２　その他有価証券評
　　　　    価差額金

  － －  159 0.0  － －

評価・換算差額合計   － －  617,409 11.1  － －

純資産合計   － －  2,224,162 40.0  － －

負債純資産合計   － －  5,571,758 100.0  － －
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(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）

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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,126,022 100.0  1,357,646 100.0  2,902,267 100.0

Ⅱ　売上原価   831,452 73.8  1,068,741 78.7  2,233,393 77.0

売上総利益   294,570 26.2  288,904 21.3  668,874 23.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   263,980 23.4  304,519 22.4  549,748 18.9

営業利益又は営業損
失（△）

  30,590 2.7  △15,614 △1.8  119,125 4.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  13,166 1.2  19,686 1.4  31,686 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  29,066 2.6  32,358 2.4  63,545 2.2

経常利益又は経常損
失（△）

  14,690 1.3  △28,278 △2.1  87,267 3.0

Ⅵ　特別利益 ※３  2,800 0.2  720 0.0  1,930 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  8,000 0.7  3,029 0.2  13,700 0.5

税引前中間(当期)純
利益又は税引前中間
純損失（△）

  9,490 0.8  △30,587 △2.3  75,497 2.6

法人税、住民税及び
事業税

 3,900   4,700   8,900   

法人税等調整額  － 3,900 0.3 6,700 11,400 0.8 △28,500 △19,600 △0.7

中間(当期)純利益又
は中間純損失（△）

  5,590 0.5  △41,987 △3.1  95,097 3.3

中間（当期）未処分
利益 

  5,590   －   95,097  
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 （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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

 その他利

益剰余金 利益剰余
金合計繰越利益

剰余金

平成18年２月28日　残高

（千円）
938,800 257,960 － 257,960 66,800 95,097 161,897 △2,585 1,356,072

中間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

中間純損失（千円） － － － － － △41,987 △41,987 － △41,987

土地の減損（千円） － － － － － △6,867 △6,867 － △6,867

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）
151,631 148,368 － 148,368 － △48,855 △48,855 △463 250,681

平成18年８月31日　残高

（千円）
1,090,431 406,329 － 406,329 66,800 46,241 113,041 △3,048 1,606,753

評価・換算差額等

新株予約権 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

評価・換算差額
等合計

平成18年２月28日　残高

（千円）
253 － 610,381 610,635 － 1,966,707

中間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

中間純損失（千円） － － － － － △41,987

土地の減損（千円） － － 6,867 6,867 － －

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）

△94 － － △94 － △94

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△94 － 6,867 6,773 － 257,454

平成18年８月31日　残高

（千円）
159 － 617,249 617,409 － 2,224,162
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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

 
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　資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　　　同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

その他有価証券

時価のあるもの

　　同左

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）デリバティブ取引

時価法

(2）デリバティブ取引

　　　　同左

(2）デリバティブ取引

同左

(3）たな卸資産

①　商品・製品・半製品・仕掛品

個別法による原価法

(3）たな卸資産

①　商品・製品・半製品・仕掛品

　　　同左

(3）たな卸資産

①　商品・製品・半製品・仕掛品

同左

②　原材料・貯蔵品

移動平均法による原価法

②　原材料・貯蔵品

　　　同左

②　原材料・貯蔵品

同左

２　固定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。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

　　　　同左

 

(1）有形固定資産

同左

建物 ７年～45年

機械装置 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ェア

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

新株発行費

　　　　　同左

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、前事業年度以

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　　
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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）

４　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

収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

　　　　同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、

支給見込額基準により当中間会

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

従業員の賞与支給に充てるため、

支給見込額基準により当事業年

度の負担額を計上しております。

(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。

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

 

(2）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

債務の見込額に基づき計上して

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　外貨建の資産又は負債の

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。

　　　　　　同左 外貨建金銭債権債務は、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。

６　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

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

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

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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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、中間

財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間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。

　この変更に伴い、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、また、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）

 ──────

 

（中間貸借対照表） 

　「短期貸付金」及び「仮払金」は、前中間会計期間末に

は、流動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間会計期間末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　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 162,546千円 　

売掛金 3,152千円 

計 1,444,992千円

土地    1,279,293千円

建物及び構築物 153,808千円

売掛金 －千円

計 1,433,101千円

土地  1,279,293千円

建物及び構築物      157,340千円

売掛金 －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        －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 ―千円

受取手形裏書譲渡高 12,242千円

２　 受取手形割引高 －千円

受取手形裏書譲渡高       13,463千円

２　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

 

※３　消費税等の取扱い ※４　消費税等の取扱い ※３　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債のその他の流動負債

に表示しております。

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債のその他の流動負債

に表示しております。

―――――――

   　―――――――― ５　自由処分権を有する担保受入資産の時価   ―――――――― 

　　担保受入有価証券 362,750千円
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（中間損益計算書関係）

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　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 1,462千円

受取配当金 462千円

不動産賃貸料 8,882千円

為替差益 5千円

受取利息      7,624千円

受取配当金    468千円

不動産賃貸料     9,967千円

受取利息      5,238千円

受取配当金   862千円

不動産賃貸料       18,784千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 7,468千円

社債利息 1,768千円

手形譲渡損 866千円

賃貸不動産費用 9,270千円

支払利息      5,295千円

社債利息      2,094千円

手形譲渡損    693千円

賃貸不動産費用      7,197千円

支払利息       12,283千円

社債利息    3,975千円

手形譲渡損      2,057千円

賃貸不動産費用       18,264千円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目  ※３　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入額 2,800千円 貸倒引当金戻入額      720千円 貸倒引当金戻入額 1,930千円 

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目  ※４　特別損失の主要項目

損害賠償金 8,000千円  減損損失 3,029千円 損害賠償金 8,000千円 

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 19,309千円

無形固定資産 771千円

有形固定資産       15,497千円

無形固定資産    455千円

有形固定資産       38,955千円

無形固定資産      1,316千円

 ―――――――― ※６　減損損失　

　　　当社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

 ――――――――
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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（注） 13,574 2,410 － 15,984

合計 13,574 2,410 － 15,984

 （注）　当中間会計期間増加数は、単元未満株の買取による増加であります。

①　リース取引

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）

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

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

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）

その他
（機械装置）

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）

その他
（機械装置）

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）

その他
（機械装置）

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

なお、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。

なお、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。

なお、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

なお、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

出しております。

なお、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

出しております。

なお、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出しております。

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 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。

４　減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　同左

４　減価償却費相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年８月31日）

　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。

当中間会計期間末（平成18年８月31日）

　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。

前事業年度末（平成18年２月28日）

　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。
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（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 73円23銭

１株当たり中間純利益 ０円27銭

１株当たり純資産額   52円  60銭

１株当たり中間純損失   1円  03銭

１株当たり純資産額   48円72銭

１株当たり当期純利益   3円35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。

なお、潜在株式が存在するものの、１

株当たり中間純損失であるため記載し

ておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式がないた

め記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損益金額の算定上の基礎は、次のとおりです。

 
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（当期）純利益又は中間純損失（千

円）
5,590 △41,987 95,097

普通株式に係る中間（当期）純利益又は

中間純損失（△）（千円）
5,590 △41,987 95,097

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（千株） 20,488 40,666 28,385

 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）純利益全額

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）

(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

じ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)営業の譲受けの内容

 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譲受ける資産総額

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)営業の譲受けの日程

 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）

 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）

 (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た

いしてその所有株式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払込期間 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 申込期間内までに申込

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。 

 　　　　　―――――――― ―――――――― 
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