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１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30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9月中間期 1,924 (△26.8) △74 (　 － ) △77 (　 － )

17年9月中間期 2,629 (△20.0) △98 (　 － ) △90 (   － )

18年3月期 5,015 △107 △150

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9月中間期 △596 (　 － ) △99 34 ──────

17年9月中間期 △222 (   － ) △37 08 ──────

18年3月期 △607 △101 18 ──────

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 ─百万円 17年9月中間期 ─百万円 18年3月期 ─百万円
②期中平均株式数（連結） 18年9月中間期 6,000,000株 17年9月中間期 6,000,000株 18年3月期6,000,000株
③会計処理の方法の変更 無
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9月中間期 4,448 2,254 50.7 375 68

17年9月中間期 5,930 3,340 56.3 556 74

18年3月期 5,374 2,959 55.1 493 33

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期6,000,000株 17年9月中間期6,000,000株 18年3月期6,000,000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9月中間期 186 △148 △112 310

17年9月中間期 103 △125 245 809

18年3月期 62 △208 △53 385

(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 2社 持分法適用非連結子会社数 ─社 持分法適用関連会社数 ─社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） ─社 （除外） ─社 持分法（新規） ─社 （除外） ─社

２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 4,125 100 △430

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）　△71円67円
※　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ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社及び当社の関係会社は、当社（国際チャート株式会社）と親会社及び子会社3社により構成されております。当グ

ル－プ（当社及び連結子会社）は、計測用記録紙、屋外検針用紙、ラベル、温湿度記録計、記録計用ペン等の製造・販

売を主たる業務とし、記録紙事業、計測情報サプライ事業、記録機器その他事業の3事業で構成されております。

　なお、上記事業は連結財務諸表に掲げる事業の種類別セグメント情報と同一であります。

　以上で述べた当グル－プの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係わる位置付けは下記のとおりです。

商 品 

製品 

記 録 紙 事 業 
計測情報 

  サプライ事業 

記録機器 

  その他事業 

製品 

製 品 

 

 連結子会社 ＜販売会社＞ 

  Kokusai Chart Corporation 

 of America 

 親会社 

 横河電機株式会社 

非連結子会社＜加工会社＞ 

国際プリンティング 

有限会社 
材料・ 

半製品 

国

内

ユ

ー

ザ

ー 

海

外

ユ

ー

ザ

ー 

製 

品 
製品・ 
半製品 

製品･商品 

製品･商品 

製品 
･商品 

国 際 チ ャ ー ト 株 式 会 社 

連結子会社 

スマートＩＤテック 

株式会社 

２．関係会社の状況

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有割合
又は被所有割合

関係内容

百万円

（親会社）

横河電機株式会社

（注）1

東京都武蔵野市 43,401
計測制御情報機器

事業

（被所有）

57.1％

同社記録計用各種補

用品（消耗品及び部

品）等の購入

当社計測用記録紙及

びペンカートリッジ

等の販売

役員の兼任等1名

千米ドル

（連結子会社）

Kokusai Chart　　

Corporation　of 

America（注）2

米国ジョージア州

ニューナン市
200

記録紙事業、計測

情報サプライ事業、

記録機器その他事

業

（所有）

100.0％

米国における当社製

品等の販売

役員の兼任1名

百万円 

（連結子会社）

スマートＩＤテック

　　　　　株式会社

(注）2,3

埼玉県桶川市 50
記録機器その他事

業 

（所有） 

100.0％ 

無線ＩＣタグ、電子

機器等の製造販売

　（注）１．有価証券報告書を提出しております。

２．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。

３．特定子会社に該当しております。なお、当子会社は平成18年7月31日をもって解散し、清算手続き中でありま

す。
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３．経営方針
(1) 経営の基本方針

　当社は、①43年間のモノ作りで培ってきました高品質な製品とその安定供給力、②日本の産業を担う優良企業各社が

お客様であること、③「先端技術で、お客様第一主義の実現を、グローバルにめざすYOKOGAWAグループ」の一員である

こと、“創業からの歩み“を見つめ直し、当社の３つの強みを再確認いたしました。

　この事を基盤に据え、Clean、Clear、Open、Agilityを標語に風土改革を進め、精密印刷加工の新技術開発に専心し、

「New国際チャート」を創造していきます。

強化する事業領域は、

■グローバルNo１カンパニーをめざすチャート事業

■新技術による新たな検針紙事業

■YOKOGAWAグループ一体活動によるFAソリューション事業を構築します。

これらのテーマに全社員一丸となって取り組むとともに、金融商品取引法により導入される日本版の内部統制監査制度

（以下J-SOX法）に即した内部統制システムの整備、会社法に定める内部統制の確立に加え、CSR、ISMSなどを推進し、

皆様に信頼と満足いただけるような経営を目指してまいります。

 

(2) 利益配分に関する基本方針

　株主優待制度を含め、経営成績の状況に応じて株主様への安定的な利益還元を図ることを基本方針としておりま

す。

　内部留保資金につきましては、経営革新および事業構造革新に対応した積極的な投資、人財の育成・確保などに効率

的に活用してまいります。

(3) 投資単位の引下げに関する考え方およびその方針等

　当社は、株式の流動性の向上および投資者層の拡大を資本政策上の重要な課題と認識し、投資者の皆様に投資しやす

い環境を整えるため、平成16年2月2日付をもって1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。

(4) 目標とする経営指標

　当社は、「2010年に向けた国際チャートのあらたな歩み＜中期５年経営計画Action-21＞」を掲げており、中期的な

数値目標としましては、2010年の連結売上高120億円、営業利益15億円の達成を経営指標としています。

(5) 中長期的な経営戦略

　当社は、印刷加工技術をコアとして製販技の一体オペレーションによる無駄のない多品種少量対応の企業体質に向け、

経営革新（会計改革、人財改革、調達改革）および事業構造革新（営業改革、物流改革）を継続的に推し進めるととも

に、生産平準化・標準化などを実施し、更なる紙加工技術の向上、収益追求、新規（応用）市場の開拓に注力してまい

ります。

(6) 会社の対処すべき課題

　当社は、計測用記録紙事業における物量増、海外レコーダメーカとの連携強化、情報端末製品事業では機器メーカと

の協業、検針市場以外の新（応用）市場開拓、さらには無線ICタグ（RFID）と紙加工事業との一体活動など、大胆かつ

抜本的な構造革新に取り組んでまいります。

①　計測用記録紙

　国内市場はもちろん海外市場におけるレコーダメーカとの連携強化による拡販、新たなデータベースを活用しての

CS向上およびSOHO、モバイルを駆使した開拓セールス、その他、平準化・標準化の徹底によるコスト削減に取り組ん

でまいります。 
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②　情報端末製品

　機器メーカとの協業や差別化を推進し、既存検針紙市場でのシェアアップを図るとともに、エンジニアリング能力

の強化や計測・保守機器との接続、サービス業務への適用など、システム提案による社会インフラ市場開拓を加速し

てまいります。

③　RFID関連

　紙加工事業と組み合わせ、RFID利用事業を強化してまいります。

RFID、標準ラベル、プリンタを一体としてお客様の生産ラインへの浸透を図り、生産情報と経営情報をリンクさせ、

顧客の商品のソリューション向上を提供してまいります。また、YOKOGAWAグループとの連携を一層密にし、横河電機

（株）の国内代理店網と一体活動することにより、お客様へのCS向上を確立いたします。 

(7) 親会社等に関する事項

①親会社等の商号等

親会社等 属　性
親会社等の議決権

所有割合（％）

親会社等が発行する株券が

上場されている証券取引所等

横河電機株式会社 親会社 57.1 東京証券取引所　市場一部

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け

　当社は各種事業を推進するにあたり、親会社等の企業グループとの密接な協力関係が必要と認識しています。

　取引関係は、親会社等向けの売上高の当社グループの全売上高に占める割合は1.6％であり、販売価格・購入価格

などは両社協議の上、決定されます。また、平成18年10月1日現在、親会社等から社外監査役１名の任用、６名の出

向者を受け入れています。

③親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスクおよびメリット

　当社は親会社やそのグループ企業の国内外の拠点と協業し、営業活動を行っていますが、記録紙の製造・販売の点

で明確な事業の棲み分けがなされており、親会社やそのグループ企業から当社の自由な事業活動を阻害される状況に

はないと認識しています。

　　また、当社は計測用記録紙および記録計用ペンの製造・販売やFAビジネスを中心に、親会社やそのグループ企業

と密接な協力関係を維持しており、親会社やそのグループ企業の経営資源を最大限に活用することで、当社の事業戦

略が強化され、企業価値の向上に繋がるものと認識しています。

　　

④親会社等からの一定の独立性の確保の状況

　当社の主力事業である記録紙事業において、親会社等の企業グループとの事業の棲み分けがなされており、親会社

が筆頭株主として50％超の議決権を所有していますが、当社は事業活動や経営判断において一定の独立性を確保して

いると認識しています。

⑤親会社等との取引に関する事項　

属性
会社等の名

称
住所

資本金

(百万円)

事業の
内容又
は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）
役員の
兼任等

事業上の
関係

親会社 横河電機㈱

東京都

武蔵野

市

43,401

計測制

御情報

機器事

業

(被所有)

直接 57.1% 
役員2名

同社商品

の購入及

び当社製

品の販売

同社記録計

用各種補用

品（消耗品

及び部品）

等の購入

96,280 買掛金 33,675

当社計測用

記録紙及び

ペンカート

リッジ等の

販売

31,152 売掛金 5,700

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件については、両者で市場動向その他を勘案して協議の上決定しております。
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(8) 内部管理体制の整備・運用状況

　　原則毎月１回以上開催する取締役会の他に、取締役、監査役、執行役員およびマネージャーが一同に会する事業報

告会を週１回開催し、全業務執行に関する課題の洗い出し、対応策などの確認を行います。さらに、取締役、監査役

および執行役員が出席する経営会議、取締役、議案に関連する執行役員・マネージャーが出席する戦略会議を週１回

開催し、経営全般の課題の確認・対策の決定などを欠かさず実行いたしております。また、一般職も含む全社会議を

月１回開催し、経営の現状・方針、J-SOX法への取り組みやCSR、ISMS遵守などを周知徹底しています。

　リスク管理体制としては、経営監査センターが主体となり、経営品質・環境管理、危機管理、さらに個人情報の取

扱い、ISMSの管理・運営、J-SOX法に即した業務フロー遵守の徹底など、一般業務活動と社内制度を評価、指摘、指

導するとともに、必要に応じて外部機関や官公庁のアドバイスを受けながら規則・規程の整備などを行っています。

子会社につきましては、当社からの役員兼任や財務データなどの必要資料はすべて当社に報告され、随時チェックで

きる体制が構築されています。

 

　監査役監査については、常勤監査役が中心となり業務監査および会計監査を実施するとともに、取締役会や経営会

議、必要に応じて戦略会議に出席し、さらに社内の各種会議にも積極的に参加し、意見を述べるほか、３ヶ月に１回

以上監査役会議を行い、取締役の業務執行の妥当性、効率性など幅広く検証して経営の監視を行っています。監査役

２名の内１名は当社の親会社である横河電機（株）より社外監査役を任用していますが、社外監査役と当社との間に

取引関係その他の利害関係はありません。

 

　会計監査はみすず監査法人に依頼しており、定期的な監査のほか、会計上の課題について随時確認を行い、会計処

理の適正性、透明な経営の確保に努めています。監査法人とは監査役や経理担当者も含め、必要に応じ随時情報交換

を行うことで相互の連携を強めています。

 

   なお、コーポレート・ガバナンスに関する報告書「内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状

　況」において、記載された事項と本項目に関する記載事項が一部重複しております。

(9) 当社事業等に係るリスクについて

①大規模災害等

　当社の生産拠点は桶川工場に集中しています。当社は桶川工場の耐震対策等を進めていますが、地震、台風等の大

規模災害が発生した場合には、生産設備の破損、物流機能の麻痺等により、桶川工場の操業停止等が生じ、生産能力

に影響を与える可能性があります。これら万一にそなえ、平成18年4月から各災害を想定し対策工事などを実施し、

現在ほぼ対策が完了いたしております。

②人財等

　当社は精密印刷加工の技術会社として生産機械技術、保守技術の継承などは、当社が永続的に発展を続けていくた

めの重要な課題の一つと考えています。従って、優秀な技術者や管理者など、必要とする人財を採用、育成すること

は当社にとって重要であり、このような人財を採用または育成することが出来ない場合、当社の成長や利益に悪影響

を及ぼす可能性があります。

　従い、シニア技術者を処遇するマイスター制度の導入や継続的な社員教育に取り組んでおります。
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４．経営成績及び財政状態
(1) 経営成績

①　業績について

　既存市場での拡販、シェアアップおよび新規（応用）市場・社会インフラ市場、親会社である横河電機（株）やそ

のグループ会社との一体活動によるFAソリューションビジネス市場における新規顧客開拓を推進するとともに、内製

化、平準化・標準化などによる全社コストダウンに取り組みました。

②　セグメント別の概況について

　記録紙事業につきましては、計測用記録紙は新たなデータベースの活用やモバイル環境の整備などによる営業効率

の追求、新規顧客開拓などに取り組み、CS向上および売上増、コスト削減に努めました。

　情報端末製品は機器メーカとの協業、新（応用）市場（社会インフラ市場）開拓による拡販に注力いたしまし

た。

　この結果、売上高は1,116百万円(前年同期比40.8％減)、営業利益は246百万円(前年同期比56.4％減)となりました。

　計測情報サプライ事業につきましては、計測用記録紙の販売チャネルを活用し、少額・多品種オーダ対応、製品の

自製化、標準化などを推し進めました。

　この結果、売上高は558百万円(前年同期比19.1％増)となりましたが、一部原価率の悪い転売品があり営業損失は

15百万円（前年同期は4百万円の利益）となりました。

　記録機器その他事業につきましては、機器事業の絞り込みを行い、RFID、ラベル、ラベルプリンタ一体となったソ

リューションなど、親会社である横河電機（株）やそのグループ会社との一体活動によるFAビジネスへ進出いたしま

した。

　この結果、売上高は249百万円(前年同期比8.9％減)となりましたが、コスト削減等の取り組みにより営業損失は

143百万円（前年同期は435百万円の損失）と赤字幅は縮小しました。

　当中間連結会計期間における営業成績は次のとおりです。

　新規顧客開拓、新規市場開拓も順調に推移しており、記録紙事業は当初の見込み通り推移いたしましたが、記録機

器その他事業の改革、絞込みもあり、売上高は 1,924百万円（前年同期比 26.8％減）となりました。SOHO、モバイ

ルを駆使した営業効率の改善、外注品の内製化の徹底や生産ライン改善などの全社的な売上原価の改善および本社機

能のスリム化などの事業構造改革に取り組み、固定費等の削減に努めた結果、営業損失74百万円(前年同期は98百万

円の損失)、経常損失77百万円(前年同期は90百万円の損失)と改善の方向にあります。

中間純損失は機器その他事業に係る減損損失、事業構造改革費用（棚卸資産の評価減等）の特別損失への計上および

繰延税金資産に対する評価性引当金の計上により、596百万円(前年同期は222百万円の損失)となりました。

(2) 財政状態

中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における連結ベ－スの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純

損失616百万円、売上債権の減少336百万円、仕入債務の減少88百万円、減損損失293百万円等により、前連結会計年

度末に比べ74百万円減少し、当中間連結会計期間末には310百万円となりました。

 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）

　営業活動の結果得られた資金は、186百万円（前中間期比82百万円増）となりました。これは、主に税金等調整

前中間純損失616百万円（前中間期は162百万円の損失）売上債権の減少336百万円、仕入債務の減少88百万円、減

損損失293百万円等によるものであります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は、148百万円（前中間期比23百万円増）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179百万円等によるものであります。
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　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、112百万円（前中間期は245百万円の収入）となりました。これは、主に配当金

の支払額107百万円等によるものであります。

　なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標トレンドは下記のとおりであります。　

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 57.3 53.6 56.3 55.1 50.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
155.8 126.2 114.3 92.6 81.6

債務償還年数（年） － 5.5 3.6 7.2 1.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ 20.5 42.5 12.1 54.9

注）自己資本比率：自己資本／総資産

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

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため2倍しております。）

インタレスト・ガバレッジ・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算出しております。　　

※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（中間連結）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

を使用しております。有利子負債は、連結（中間連結）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としております。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

額を使用しております。

(3) 通期の見通し

　通期の業績見通しにつきましては、当社はより無駄のない経営体質を目指し、事業効率の最大化に取り組んでおり、

低付加価値商品の受注を停止するなど、事業改革の転換期にあたり、現段階では連結売上高4,125百万円を見込んでお

ります。

　利益面については、付加価値の高い事業への選択と集中および今上期から引き続き実施する事業構造改革取り組み、

総費用の削減に努め、連結経常利益100百万円を見込んでおります。

　最終利益につきましては、今中間期に計上した減損損失、事業構造改革費用（棚卸資産の評価減等）の特別損失の発

生および繰延税金資産に対する評価性引当金の設定により、連結当期純損失430百万円を見込んでおります。
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５．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９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31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   809,388   310,935   385,423  

２．受取手形及び売掛金 ※２  1,349,442   905,495   1,240,589  

３．たな卸資産   504,909   319,095   401,380  

４．その他   174,048   214,183   371,816  

貸倒引当金   △2,473   △2,812   △1,684  

流動資産合計   2,835,314 47.8  1,746,897 39.3  2,397,525 44.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1)建物及び構築物 ※１ 772,972   766,380   785,773   

(2)機械装置及び運搬
具

※１ 474,214   324,498   478,651   

(3)土地  881,366   881,366   881,366   

(4)その他 ※１ 130,175 2,258,727  79,041 2,051,285  124,917 2,270,708  

２．無形固定資産           

(1)営業権  417,191   －   －   

(2)その他  294,729 711,920  227,898 227,898  258,811 258,811  

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  23,115   27,575   28,090   

(2)繰延税金資産  －   335,354   323,094   

(3)その他  236,706   71,299   106,033   

貸倒引当金  △135,417 124,404  △11,798 422,430  △9,931 447,286  

固定資産合計   3,095,052 52.2  2,701,614 60.7  2,976,806 55.4

資産合計   5,930,367 100.0  4,448,512 100.0  5,374,331 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛金 ※２  816,338   670,636   787,538  

２．短期借入金   579,000   120,000   150,000  

３．未払法人税等   15,179   2,363   －  

４．賞与引当金   53,315   76,088   20,773  

５．その他   223,157   355,140   518,201  

流動負債合計   1,686,991 28.5  1,224,229 27.5  1,476,514 27.5

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   165,000   320,000   295,000  

２．退職給付引当金   587,678   619,658   612,145  

３．その他   150,242   30,550   30,684  

固定負債合計   902,920 15.2  970,208 21.8  937,830 17.4

負債合計   2,589,911 43.7  2,194,438 49.3  2,414,344 44.9
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   376,800 6.4  － －  376,800 7.0

Ⅱ　資本剰余金   195,260 3.3  － －  195,260 3.7

Ⅲ　利益剰余金   2,766,486 46.6  － －  2,381,899 44.3

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  2,253 0.0  － －  5,173 0.1

Ⅴ　為替換算調整勘定   △345 △0.0  － －  853 0.0

資本合計   3,340,455 56.3  － －  2,959,987 55.1

負債、少数株主持分及
び資本合計

  5,930,367 100.0  － －  5,374,331 100.0

           

 （純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  376,800 8.5  － －

２．資本剰余金   － －  195,260 4.4  － －

３．利益剰余金   － －  1,677,830 37.7  － －

株主資本合計   － －  2,249,890 50.6  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  3,044 0.1  － －

２．為替換算調整勘定   － －  1,138 0.0  － －

評価・換算差額等合計   － －  4,183 0.1  － －

純資産合計   － －  2,254,074 50.7  － －

負債及び純資産合計   － －  4,448,512 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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   2,629,450 100.0  1,924,620 100.0  5,015,279 100.0

Ⅱ　売上原価   1,710,321 65.0  1,385,026 72.0  3,491,233 69.6

売上総利益   919,129 35.0  539,593 28.0  1,524,046 30.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,017,584 38.7  614,001 31.9  1,631,147 32.5

営業損失   98,454 △3.7  74,407 △3.9  107,100 △2.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  181   178   369   

２．受取配当金  500   265   676   

３．受取手数料  6,778   1,392   9,569   

４．為替差益  －   －   1,136   

５．諸施設賃貸料  4,399   733   8,799   

６．雑益  1,774 13,635 0.5 10,082 12,652 0.7 3,145 23,698 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  2,525   3,489   4,565   

２．たな卸資産処分損  1,423   3,620   3,250   

３．たな卸資産評価損  －   306   52,291   

４．為替差損  377   184   －   

５．雑損  1,723 6,049 0.3 8,149 15,751 0.8 6,591 66,699 1.3

経常損失   90,869 △3.5  77,507 △4.0  150,102 △3.0

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  1,655   361   2,862   

２．投資有価証券売却益  3,638   －   3,638   

３．役員退職慰労引当金
戻入益

 － 5,294 0.2 18,695 19,057 1.0 － 6,500 0.1

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産処分損 ※２ 5,438   503   39,544   

２．事務所移転費用  －   －   26,688   

３．特別退職金等  52,614   －   52,614   

４．減損損失 ※３ －   293,545   432,095   

５．事業構造改革費用  －   235,741   151,473   

６．過年度損益修正損  －   －   146,647   

７．製品補償損失  18,445 76,498 2.9 28,720 558,510 29.1 14,534 863,598 17.2

税金等調整前中間
（当期）純損失

  162,073 △6.2  616,960 △32.1  1,007,199
△

20.1

法人税、住民税及び
事業税

 12,149   3,854   9,304   

法人税等調整額  53,583 65,732 2.5 △24,746 △20,891 △1.1 △409,415 △400,110 △8.0

少数株主損失   △5,304 △0.2  － －  － 0.0

中間（当期）純損失   222,502 △8.5  596,068 △31.0  607,089
△

12.1
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の

連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31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   195,260  195,260

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）

残高
  195,260  195,260

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   3,148,739  3,148,739

Ⅱ　利益剰余金減少高      

１．利益配当金  108,000  108,000  

２．取締役賞与  51,750  51,750  

３．中間純損失  222,502 382,252 607,089 766,839

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期末）

残高
  2,766,486  2,381,899
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当中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
376,800 195,260 2,381,899 2,953,959

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注)   △108,000 △108,000

中間純損失   △596,068 △596,068

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）
－ － △704,068 △704,068

平成18年９月30日　残高

（千円）
376,800 195,260 1,677,830 2,249,890

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高

（千円）
5,173 853 6,027 2,959,987

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注)    △108,000

中間純損失    △596,068

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）

△2,128 284 △1,844 △1,844

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△2,128 284 △1,844 △705,913

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,044 1,138 4,183 2,254,074

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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）純損失

 △162,073 △616,960 △1,007,199

減価償却費  149,395 139,206 310,359

営業権償却費  51,084 － 76,626

長期前払費用償却費  319 30 450

減損損失  － 293,545 432,095

事業構造改革費用  － 127,686 151,473

過年度損益修正損  － － 146,647

有形固定資産処分損  5,438 503 39,544

貸倒引当金の増減額  130,817 2,994 △4,568

賞与引当金の増減額  △39,615 55,314 △72,156

退職給付引当金の増減
額

 △112,084 7,512 △87,617

役員退職慰労引当金の
減少額

 △63,564 － △63,564

受取利息及び受取配当
金

 △682 △444 △1,046

支払利息  2,525 3,489 4,565

為替差益  △870 △64 △1,512

投資有価証券売却益  △3,638 － △3,638

売上債権の減少額  1,182,640 336,498 736,539

たな卸資産の増加額  △140,749 △45,079 △92,820

仕入債務の減少額  △866,327 △88,489 △390,734

未払消費税等の増減額  11,792 16,253 △26,092

役員賞与の支払額  △49,000 － △49,000

その他  60,234 △39,492 29,740

小計  155,643 192,505 128,091

利息及び配当金の受取
額

 459 298 1,040

利息の支払額  △2,445 △3,402 △5,115

法人税等の支払額  △49,725 △2,689 △61,879

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 103,931 186,711 62,137
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

    

有形固定資産の取得に
よる支出

 △146,827 △179,967 △216,927

無形固定資産の取得に
よる支出

 △800 － △13,800

投資有価証券の取得に
よる支出

 △57 △57 △132

投資有価証券の売却に
よる収入

 8,628 － 8,628

貸付金の回収による収
入

 6,500 － 6,500

その他  7,077 31,310 6,964

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △125,480 △148,713 △208,767

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の純増減額  383,000 △50,000 △86,000

長期借入金の借入れに
よる収入

 － 100,000 200,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △30,000 △55,000 △60,000

配当金の支払額  △107,426 △107,534 △107,614

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 245,573 △112,534 △53,614

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 508 47 812

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

 224,532 △74,488 △199,432

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 584,855 385,423 584,855

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※１ 809,388 310,935 385,423
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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

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 ①　連結子会社の数　　 ２社

連結子会社の名称

Kokusai Chart Corporation

of America

スマートＩＤテック株式会社

①　連結子会社の数　　 ２社

連結子会社の名称

Kokusai Chart Corporation

of America

スマートＩＤテック株式会社

①　連結子会社の数　　 ２社

連結子会社の名称

Kokusai Chart Corporation

of America

スマートＩＤテック株式会社

　

 ②　主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

国際プリンティング㈲

②　主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

同左

②　主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

同左

 （連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であ

り、合計の総資産、売上高、中

間純損益及び利益剰余金等は、

いずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため

であります。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、当期純損

益及び利益剰余金等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事

項

　非連結子会社　国際プリンティン

グ㈲は、中間連結純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がないた

め持分法の適用範囲から除外してお

ります。

同左  　非連結子会社　国際プリンティ

ング㈲は、連結純損益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除外しており

ます。

３．連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項

　Kokusai Chart Corporation of

Americaの中間決算日は、８月末日

であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同決算日現在の中間財務諸表

を使用しております。

同左 　Kokusai Chart Corporation of

Americaの決算日は、２月末日であ

ります。

 　連結財務諸表の作成に当たって

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

有価証券

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）

①　重要な資産の評価基準及び評価

方法

有価証券

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）

①　重要な資産の評価基準及び評価

方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に

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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 たな卸資産

製品（量産品）

・主として総平均法による原価

法

たな卸資産

同左

たな卸資産

同左

 製品（非量産品）、仕掛品

・主として個別法による原価法

  

 商品、原材料

・移動平均法による原価法

  

 ②　重要な減価償却資産の減価償却

方法

有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、当社は平成10年4月

1日以降に取得した建物（附属

設備を除く）は、定額法によっ

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。

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び運搬

具
４～10年

②　重要な減価償却資産の減価償却

方法

有形固定資産

同左

②　重要な減価償却資産の減価償却

方法

有形固定資産

同左

 無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、営業権については５年

均等償却、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。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

 ③　重要な引当金の計上基準

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。

③　重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

③　重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

 賞与引当金

　従業員に支給する賞与に充て

るため賞与支給見込額の当中間

連結会計期間負担分を計上して

おります。

賞与引当金

同左

賞与引当金

　従業員に支給する賞与に充て

るため翌期支給見込額の当期負

担分を計上しております。

 退職給付引当金

　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。

　過去勤務債務は、定額法（10

年）により費用処理することと

しております。

　数理計算上の差異は、定額法

（10年）により翌連結会計年度

から費用処理することとしてお

ります。

退職給付引当金

同左

退職給付引当金

　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

計上しております。

　過去勤務債務は、定額法（10

年）により費用処理することと

しております。

　数理計算上の差異は、定額法

（10年）により翌連結会計年度

から費用処理することとしてお

ります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 役員退職慰労引当金

　当社では、役員の退職慰労金

制度廃止に伴う打ち切り支給議

案が平成17年6月17日開催の定

時株主総会にて承認可決されて

おります。これにより役員退職

慰労引当金を全額取崩し打ち切

り支給額の未払分については、

固定負債の「その他」に含めて

表示しております。

────── 役員退職慰労引当金

　当社では、役員の退職慰労金

制度廃止に伴う打ち切り支給議

案が平成17年6月17日開催の定

時株主総会にて承認可決されて

おります。これにより役員退職

慰労引当金を全額取崩し打ち切

り支給額の未払分については、

流動負債の「その他」及び、固

定負債の「その他」に含めて表

示しております。

 ④　重要な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。

④　重要なリース取引の処理方法

同左

④　重要なリース取引の処理方法

同左

 ⑤　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

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

⑤　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

消費税等の会計処理

同左

⑤　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

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、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。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、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。
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中間連結財務諸表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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（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

適用しております。これによる損益に与える

影響はありません。

──────

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度より、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。

 これににより営業損失が25,542千円、経常損

失が25,542千円減少し、税金等調整前当期純

損失は406,553千円増加しております。

 なお、減損損失累計額については、改正後の

連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。

 

────── 

 

(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

2,254百万円であります。

 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。

────── 
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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９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、2,797,463千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、2,900,324千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、2,798,318千円であります。

※２．　　────── ※２．中間連結会計期間末日満了手

形

　中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。な

お、当中間連結会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、次の中

間連結会計期間末日満期手形が中間

連結会計期間末残高に含まれており

ます。

　　受取手形　　　19,071千円　　

　

　　支払手形　　　99,423千円

※２．　　──────
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費の主なも

のは次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主なも

のは次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主なも

のは次のとおりであります。

費目 金額（千円）

給料 268,799

従業員賞与手当 29,639

賞与引当金繰入額 28,103

退職給付費用 31,094

費目 金額（千円）

給料 231,218

従業員賞与手当 12,669

賞与引当金繰入額 38,373

退職給付費用 29,850

費目 金額（千円）

給料  491,618

従業員賞与手当 66,289

賞与引当金繰入額 11,141

退職給付費用 58,288

※２．固定資産処分損の内訳は、建物

及び構築物3,616千円、機械装置

及び運搬具1,645千円、その他176

千円であります。

※２．固定資産処分損の内訳は、建物

及び構築物455千円、機械装置及

び運搬具22千円、その他24千円で

あります。

※２．固定資産処分損の内訳は、建物

及び構築物18,256千円、機械装置

及び運搬具14,847千円、その他

4,439千円であります。

※３．　　────── ※３．減損損失

当中間連結会計年度において、

当社グループは以下の資産につい

て減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

埼玉県桶

川市

無線ICタグ事

業の製造設備 
機械装置等

（減損損失の認識に至った経緯）

　無線ICタグ事業は、事業構造改

革に伴う生産量の減少により、帳

簿価額を全額減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上

いたしました。

その内訳は、機械装置289,627千円、

その他3,918千円であります。

（資産のグルーピングの方法）

　事業用資産については、独立し

たキャッシュフローを生み出す最

小単位である、管理会計上使用し

ている事業を基礎とした単位でク

ルーピングしております。遊休資

産については、個別物件単位でグ

ルーピングしております。

（回収可能額の算定方法）

　回収可能額は正味売却価額によ

り測定しております。正味売却価

額は売却可能性が見込めないため

零としております。

 ※３．減損損失

当連結会計年度において、当社

グループは以下の資産について減

損損失を計上しました。

場所 用途 種類

埼玉県桶

川市

記録紙事業の

遊休設備

機械装置、建物

及び構築物

東京都台

東区

無線ICタグ事

業の無形固定

資産 

営業権 

（減損損失の認識に至った経緯）

　記録紙事業は、他社参入等によ

る競争激化に伴い、一部の製造設

備が遊休化したため帳簿価額を全

額減額し、また、無線ICタグ事業

は、マーケットの成長速度が当初

の期待よりも低調に推移し、収益

が悪化したため、同事業の営業権

を全額減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上いたし

ました。

その内訳は、機械装置40,015千円、

建物及び構築物431千円、営業権

391,648千円であります。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  （資産のグルーピングの方法）

　事業用資産については、独立し

たキャッシュフローを生み出す最

小単位である、管理会計上使用し

ている事業を基礎とした単位でク

ルーピングしております。遊休資

産については、個別物件単位でグ

ルーピングしております。

（回収可能額の算定方法）

　回収可能額は正味売却価額によ

り測定しております。正味売却価

額は売却可能性が見込めないため

零としております。

※４．中間連結会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当期に

おいて予定している利益処分によ

る圧縮積立金及び特別償却準備金

の積立て及び取崩しを前提として、

当中間連結会計期間に係る金額を

計算しております。

 ※４．　　──────  ※４．　　──────
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（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4月1日　至　平成18年9月30日）

　１.発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 6,000 - - 6,000

合計 6,000 - - 6,000

　２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　当該事項はありません。

　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　当該事項はありません。

　４．配当に関する事項

　　(1)配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月16日

定時株主総会
普通株式 108 18 平成18年3月31日 平成18年6月16日

　　(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

　　　 該当事項はありません。

（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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

記されている科目の金額との関係

※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

記されている科目の金額との関係

※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

る科目の金額との関係

（平成17年９月30日現在）

現金及び預金 809,388千円

現金及び現金同等

物
809,388千円

（平成18年９月30日現在）

現金及び預金 310,935千円

現金及び現金同等

物
310,935千円

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金 385,423千円

現金及び現金同等

物
385,423千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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、減損損失累計

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

288,966 96,322 192,644

工具器
具及び
備品

17,452 4,423 13,029

合計 306,418 100,745 205,673

 
取得価
額相当
額
（千
円）

減価償
却累計
額相当
額
（千
円）

減損損
失累計
相当額
（千
円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

機械装置
288,96

6
154,11

5
134,85

0
-

工具器具及
び備品

15,964 3,131 - 12,833

合計
304,93

0
157,24

6
134,85

0
12,833

 
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

288,966 125,218 163,747

工具器
具及び
備品

18,751 2,407 16,344

合計 307,717 127,625 180,091

（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）　　　　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 60,387千円

1年超 145,285千円

合計 205,673千円

1年内 2,444千円

1年超 10,388千円

合計 12,833千円

1年内 60,635千円

1年超  119,455千円

合計 180,091千円

（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）　　　　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 30,193千円

減価償却費相当

額
30,193千円

支払リース料 30,118千円

減価償却費相当

額
30,118千円

減損損失 134,850千円

支払リース料 59,918千円

減価償却費相当

額
59,918千円

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

（前中間連結会計期間）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 19,332 23,115 3,782

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 19,332 23,115 3,782

（当中間連結会計期間）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 22,464 27,575 5,110

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 22,464 27,575 5,110

（前連結会計年度）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 19,407 28,090 8,683

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 19,407 28,090 8,683
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③　デリバティブ取引

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社グループは、いずれもデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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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４月１日　至　平成17年９月30日）

 
記録紙事業
（千円）

計測情報サ
プライ事業
（千円）

記録機器そ
の他事業
（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 1,886,752 468,874 273,823 2,629,450 － 2,629,450

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 1,886,752 468,874 273,823 2,629,450 － 2,629,450

営業費用 1,322,013 464,836 709,537 2,496,387 231,518 2,727,905

営業利益又は営業損失（△） 564,739 4,038 △435,714 133,063 (231,518) △98,454

　（注）１．事業区分の方法

事業の種類・性質の類似性等を考慮して、区分しております。

２．各事業の主な製品

(1) 記録紙事業…………………計測用記録紙、屋外検針用紙、各種モバイル用紙

(2) 計測情報サプライ事業……記録計用各種補用品（消耗品及び部品）、その他補用品

(3) 記録機器その他事業………記録用ペン、温湿度記録計、携帯４インチプリンタ、無線ICタグ、その他

３．当中間連結会計期間における営業費用のうち、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　

231,518千円であり、その主なものは当社の人事、総務、経理等の管理部門にかかる費用であります。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
記録紙事業
（千円）

計測情報サ
プライ事業
（千円）

記録機器そ
の他事業
（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 1,116,876 558,336 249,407 1,924,620 － 1,924,620

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 1,116,876 558,336 249,407 1,924,620 － 1,924,620

営業費用 870,869 574,315 392,849 1,838,034 160,993 1,999,028

営業利益又は営業損失（△） 246,007 △15,978 △143,442 86,586 (160,993) △74,407

　（注）１．事業区分の方法

事業の種類・性質の類似性等を考慮して、区分しております。

２．各事業の主な製品

(1) 記録紙事業…………………計測用記録紙、屋外検針用紙、各種モバイル用紙

(2) 計測情報サプライ事業……記録計用各種補用品（消耗品及び部品）、その他補用品

(3) 記録機器その他事業………記録用ペン、温湿度記録計、携帯４インチプリンタ、無線ICタグ、その他

３．当中間連結会計期間における営業費用のうち、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　

160,993千円であり、その主なものは当社の人事、総務、経理等の管理部門にかかる費用であります。
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前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
記録紙事業
（千円）

計測情報サ
プライ事業
（千円）

記録機器そ
の他事業
（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 3,351,470 1,054,633 609,176 5,015,279 － 5,015,279

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 3,351,470 1,054,633 609,176 5,015,279 － 5,015,279

営業費用 2,323,430 1,059,214 1,310,379 4,693,024 429,356 △107,100

営業利益又は営業損失（△） 1,028,040 △4,581 △701,203 322,255 (429,356) △107,100

　（注）１．事業区分の方法

事業の種類・性質の類似性等を考慮して、区分しております。

２．各事業の主な製品

(1) 記録紙事業…………………計測用記録紙、屋外検針用紙、各種モバイル用紙

(2) 計測情報サプライ事業……記録計用各種補用品（消耗品及び部品）、その他補用品

(3) 記録機器その他事業………記録用ペン、温湿度記録計、携帯４インチプリンタ、無線ICタグ、その他

３．当連結会計年度における営業費用のうち、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　　　

529,719千円であり、その主なものは当社の人事、総務、経理等の管理部門にかかる費用であります。

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４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地

別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 556円74銭

１株当たり中間純損失 37円08銭

１株当たり純資産額 375円68銭

１株当たり中間純損失 99円34銭

１株当たり純資産額 493円33銭

１株当たり当期純損失 101円18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、1株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在し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、1株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在し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、1株当たり

当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

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

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純損失 222,502 596,068 607,089

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による取締役賞与金） (－) (－) (－) 

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円）
222,502 596,068 607,089

期中平均株式数（千株） 6,000 6,000 6,000

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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６．生産、受注及び販売の状況
(1) 生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

記録紙事業（千円） 1,092,261 △41.5

計測情報サプライ事業（千円） － －

記録機器その他事業（千円） 215,459 △20.1

合計（千円） 1,307,720 △38.8

　（注）１．金額は販売価格によっております。

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

　当中間連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

記録紙事業 1,118,139 △38.8 78,853 △2.3

計測情報サプライ事業 561,406 18.9 18,432 △21.9

記録機器その他事業 257,710 △1.5 30,517 43.2

合計 1,937,256 △24.3 127,803 1.7

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

記録紙事業（千円） 1,116,876 △40.8

計測情報サプライ事業（千円） 558,336 19.1

記録機器その他事業（千円） 249,407 △8.9

合計（千円） 1,924,620 △26.8

　（注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．総販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありません。
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