
 

 
 
平成19年3月期  個別中間財務諸表の概要           平成18年10月31日 

 
上場会社名   エ ー ザ イ 株 式 会 社                        上場取引所  東・大 
コード番号   ４５２３                                              本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.eisai.co.jp）  
代 表 者  代表執行役社長 内藤 晴夫 

問合せ先責任者   執行役 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ＩＲ担当 藤吉 彰      ＴＥＬ：03-3817-5120  
中間決算取締役会開催日  平成18年10月31日          中間配当支払開始日    平成18年11月22日 

単元株制度採用の有無  有（1単元 100株） 

 

１．18年9月中間期の業績(平成18年4月1日～平成18年9月30日) 

(1)経営成績                        （百万円未満は切り捨てて表示しております。） 
 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間(当期)純利益

 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

百万円     ％ 
170,113     5.7 
160,957     6.4 

     百万円     ％
30,351   △7.4
32,793   △0.2

百万円     ％ 
30,742   △8.8 
33,718   △1.3 

     百万円     ％
20,137   △6.9
21,622   △2.2

18年3月期  331,959           65,376          67,338         43,890        
 
 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

 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

   円  銭 
 70.50 
 75.66 

     円  銭 
 70.40 
 75.60 

18年3月期 153.56 153.39   
(注)①期中平均株式数  18年9月中間期 285,636,228株  17年9月中間期 285,795,349株  18年3月期 285,817,290株 
   ②会計処理の方法の変更   無 
    ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率を示しております。 

 

(2)財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

           百万円 

      558,992 
      546,890 

           百万円 

      458,433 
      448,255 

            ％ 

         82.0 
         82.0 

           円 銭 

     1,613.17 
     1,568.30 

18年3月期       572,912       465,211          81.2      1,627.33   
(注)①（参考）自己資本 18年9月中間期 458,138百万円  17年9月中間期 448,255百万円  18年3月期 465,211百万円 

②期末発行済株式数  18年9月中間期 283,998,290株  17年9月中間期 285,822,814株  18年3月期 285,874,916株 

  ③期末自己株式数  18年9月中間期  12,568,659株   17年9月中間期  10,744,135株  18年3月期  10,692,033株 

  ④平成17年9月中間期および平成18年3月期の数値につきましては、従来の「株主資本」、「株主資本比率」および「１株

当たり株主資本」を、「純資産」、「自己資本比率」および「１株当たり純資産」の欄にそれぞれ記載しております。 

 
２．19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)                (％表示は対前期増減率) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 
通 期 

    百万円    ％ 

346,000     4.2 
        百万円    ％

64,000   △2.1
        百万円    ％ 

65,000   △3.5 
    百万円    ％

41,000   △6.6
 
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 144円 37銭 
 
 

３．配当状況 

 （現金配当） １ 株 当 た り 配 当 金 （円） 

 中 間 期 末 期    末 年    間 

18年3月期 40.00 50.00 90.00 
19年3月期(実績) 55.00 － 
19年3月期(予想) － 55.00 

110.00 

 

 

＊上記の予想の前提条件その他に関連する事項については、中間決算短信(連結)添付資料の連結18～19頁をご参照ください。 

 

(財)財務会計基準機構会員



 
 

－個別 １－

１－１) 中間貸借対照表（資産の部） 
 

  
前中間会計期間末 

(平成 17年 9月 30日)

当中間会計期間末 

(平成 18年 9月 30日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成 18年 3月 31日)

増減 

(前事業年度差)

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円）

   

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

 １ 現金及び預金  47,844 44,313 48,654 

 ２ 受取手形 ※6 4,008 2,776 2,879 

 ３ 売掛金  106,387 117,495 114,443 

 ４ 有価証券  52,185 32,465 59,648 

 ５ たな卸資産  25,512 28,389 26,327 

 ６ 繰延税金資産  16,729 15,658 13,956 

 ７ その他  13,005 16,605 12,291 

 ８ 貸倒引当金  △5 － － 

   流動資産合計  265,668 48.6 257,704 46.1 278,201 48.6 △20,497

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

  (1) 建物 
※1 
※5 44,401 43,205 45,283 

  (2) 土地  10,425 10,369 10,373 

  (3) その他 
※1 
※5 27,290 25,381 27,032 

有形固定資産合計  82,117 15.0 78,956 14.1 82,690 14.4 △3,733

 ２ 無形固定資産  19,243 3.5 25,016 4.5 26,480 4.6 △1,464

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  80,155 102,532 95,209 

  (2) 関係会社株式  54,171 57,634 57,553 

  (3) 保険積立金  22,813 － － 

  (4) 繰延税金資産  18,794 29,106 24,473 

  (5) その他  8,826 11,642 11,980 

  (6) 貸倒引当金   △4,901 △3,600 △3,676 

投資その他の資産合計  179,860 32.9 197,315 35.3 185,539 32.4 11,775

   固定資産合計  281,221 51.4 301,288 53.9 294,710 51.4    6,577

   資産合計  546,890 100.0 558,992 100.0 572,912 100.0 △13,919
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

－個別 ２－

１－２) 中間貸借対照表（負債及び純資産の部） 
 

  
前中間会計期間末 

(平成 17年 9月 30日)

当中間会計期間末 

(平成 18年 9月 30日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成 18年 3月 31日)

増減 

(前事業年度差)

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円）

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

 １ 支払手形  63 67 128 

 ２ 買掛金  5,664 6,628 6,762 

 ３ 未払金  19,644 20,012 23,276 

 ４ 未払費用  14,780 16,907 16,137 

 ５ 未払法人税等  15,753 16,081 18,452 

 ６ 返品調整引当金  413 389 438 

 ７ 返品廃棄損失引当金  345 262 333 

 ８ その他 ※4 9,316 9,185 9,075 

   流動負債合計  65,983 12.0 69,535 12.4 74,605 13.0 △5,069

Ⅱ 固定負債   

 １ 退職給付引当金  30,482 30,058 32,005 

 ２ 役員退職慰労引当金  2,169 966 1,090 

   固定負債合計   32,651 6.0 31,024 5.6 33,095 5.8 △2,071

   負債合計  98,634 18.0 100,559 18.0 107,700 18.8 △7,141
   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  44,985  

 ２ 資本剰余金   

  (1) 資本準備金  55,222  

   資本剰余金合計  55,222  

 ３ 利益剰余金   

  (1) 利益準備金  7,899  

  (2) その他利益剰余金  375,062  

    固定資産圧縮積立金  121  

    別途積立金  337,880  

    繰越利益剰余金  37,060  

   利益剰余金合計  382,962  

 ４ 自己株式  △42,631  

   株主資本合計  440,540 78.8  △4,892

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券評価差額金  17,598  

   評価・換算差額金等合計  17,598 3.2  △2,180

Ⅲ 新株予約権  294 0.0  294

   純資産合計  458,433 82.0  △6,778

   負債純資産合計  558,992 100.0  △13,919
   

 

 



 
 

－個別 ３－

  
前中間会計期間末 

(平成 17年 9月 30日)

当中間会計期間末 

(平成 18年 9月 30日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成 18年 3月 31日)

増減 

(前事業年度差)

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円）

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  44,985 8.2 44,985 7.9

Ⅱ 資本剰余金   

 １ 資本準備金  55,222 55,222 

   資本剰余金合計  55,222 10.1 55,222 9.6

Ⅲ 利益剰余金   

 １ 利益準備金  7,899 7,899 

 ２ 任意積立金 ※2 324,002 324,002 

 ３ 中間(当期)未処分利益  34,411 45,234 

   利益剰余金合計  366,314 67.0 377,137 65.8

Ⅳ その他有価証券評価差額金  13,779 2.5 19,779 3.5

Ⅴ 自己株式  △32,046 △5.8 △31,913 △5.6

   資本合計  448,255 82.0 465,211 81.2

   負債資本合計  546,890 100.0 572,912 100.0
    

(注) 純資産の部の増減は、前事業年度の対応する科目との差を表示しております。 



－個別 ４－ 
 

２．中間損益計算書 
 

  

前中間会計期間 

(自 平成17年4月 1 日

 至 平成17年9月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年4月 1 日

 至 平成18年9月30日)

増減 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(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 
（百万円）

百分比
（％）

金額 
（百万円）

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円）

百分比
（％）

   

Ⅰ 売上高  160,957 100.0 170,113 100.0 9,156 331,959 100.0

Ⅱ 売上原価  37,969 23.6 39,942 23.5 1,973 77,984 23.5

   売上総利益  122,987 76.4 130,171 76.5 7,183 253,975 76.5

   返品調整引当金戻入額  △30 △0.0 △48 △0.0 △17  △6 △0.0

   差引売上総利益  123,018 76.4 130,219 76.5 7,201 253,981 76.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  90,224 56.0 99,868 58.7 9,643 188,604 56.8

 １ 研究開発費  43,922 (27.3) 51,726 (30.4)  92,851 (28.0)

 ２ 販売費・一般管理費  46,301 48,141  95,753

   営業利益  32,793 20.4 30,351 17.8 △2,442 65,376 19.7

Ⅳ 営業外収益 ※1 1,234 0.7 1,177 0.7 △57 2,412 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※2 310 0.2 786 0.4 475   450 0.1

   経常利益  33,718 20.9 30,742 18.1 △2,975 67,338 20.3

Ⅵ 特別利益 ※3 228 0.1 800 0.5 572 365 0.1

Ⅶ 特別損失 ※4 570 0.3 631 0.4 60 1,418 0.4

   税引前中間(当期)純利益  33,377 20.7 30,912 18.2 △2,464 66,284 20.0

   法人税、住民税及び事業税  15,002 9.3 15,594 9.2 592 32,719 9.9

   法人税等調整額  △3,246 △2.0 △4,819 △2.8 △1,572 △10,324 △3.1

   中間(当期)純利益  21,622 13.4 20,137 11.8 △1,484 43,890 13.2

   前期繰越利益  12,805  12,805

   自己株式処分差損  15  27

   中間配当額  －  11,432

   中間(当期)未処分利益  34,411  45,234
   
 



－個別 ５－ 
 

３．中間株主資本等変動計算書 
 

当中間会計期間（平成 18 年 4 月 1日～平成 18 年 9 月 30 日）             （単位：百万円） 

株 主 資 本 

評価・ 

換算 

差額等 

資本 

剰余金 
利 益 剰 余 金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本 

準備金 

利益 

準備金 
固定資

産圧縮

積立金

別途 

積立金

繰越 

利益 

剰余金

利益 

剰余金

合計 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券

評価 

差額金 

新株

予約権

純資産

合計 

前事業年度末残高 
(平成18年3月31日) 44,985 55,222 7,899 122 323,880 45,234 377,137 △31,913 445,432 19,779 － 465,211

当中間会計期間 
変動額      

 剰余金の配当    △14,293 △14,293 △14,293  △14,293

固定資産圧縮積立金
の取崩 

   △0 0 － －  －

別途積立金の積立    14,000 △14,000 － －  －

 中間純利益    20,137 20,137 20,137  20,137

自己株式の処分差損    △18 △18 △18  △18

 自己株式の取得    △11,119 △11,119  △11,119

 自己株式の処分    401 401  401

株主資本以外の項目 
の当中間会計期間 
変動額（純額） 

    △2,180 294 △1,886

当中間会計期間 
変動額合計 － － － △0 14,000 △8,174 5,825 △10,717 △4,892 △2,180 294 △6,778

当中間会計期間末残高 
(平成 18年 9月 30日) 44,985 55,222 7,899 121 337,880 37,060 382,962 △42,631 440,540 17,598 294 458,433

 



－個別 ６－ 
 

４．中間キャッシュ・フロー計算書（参考情報） 
                                     

  
前中間会計期間 

(自 平成 17 年 4 月 1 日
至 平成 17年 9月 30日)

当中間会計期間 
(自 平成 18年 4月 1 日
至 平成18年 9月 30日)

増 減 

前事業年度の 
要約ｷｬｯｼｭ･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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

１ 税引前中間(当期)純利益  33,377 30,912  66,284 

２ 減価償却費  7,823 8,497  16,446 

３ 減損損失  － 35  － 

４ 貸倒引当金の増加(△減少)額  126 40  △29 

５ 受取利息、有価証券利息及び受取配当金  △859 △948  △1,503 

６ 支払利息  24 27  48 

７ 固定資産売却益・処分損  211 481    586 

８ 退職給付費用  2,752 －  5,339 

９ 有価証券・投資有価証券売却益  － △183  △4 

10 有価証券・投資有価証券評価損  3 12   4 

11 売上債権の減少(△増加)額  4,608 △2,950   △2,318 

12 たな卸資産の増加額  △258 △2,061     △1,074 

13 仕入債務の増加(△減少)額  460 △194  1,623 

14 その他流動負債の増加額  1,492 785   4,225 

15 売上割戻引当金の減少額  △863 －      △863 

16 退職給付引当金の減少額  － △1,946  － 

17 その他  △1,538 △2,816  △4,012 

小  計  47,360 29,689 △17,670  84,754 

18 利息及び配当金の受取額  873 904  1,514 

19 利息の支払額  △24 △27  △48 

20 法人税等の支払額  △15,408 △17,948  △30,442 

営業活動によるキャッシュ・フロー  32,800 12,619 △20,181 55,778 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

１ 有価証券の売却・償還による収入  1,200 4,500   1,705 

２ 有形固定資産の取得による支出  △8,390 △6,405  △12,854 

３ 有形固定資産の売却による収入  152 1,046    277 

４ 無形固定資産の取得による支出  △1,906 △1,721  △12,317 

５ 投資有価証券の取得による支出  △2,564 △13,493  △21,848 

６ 投資有価証券の売却・償還による収入  5,537 1,694   15,638 

７ 関係会社株式の取得による支出  △695 △34  △4,075 

８ その他  275 △1,201  19,925 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,390 △15,614 △9,224 △13,548 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１ 自己株式の市場買付けに伴う支出  － △11,060  － 

２ 配当金の支払額  △10,002 △14,293  △21,435 

３ その他  83 323  204 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △9,919 △25,030 △15,111 △21,231 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △0 0 0 △0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加(△減少)額  16,490 △28,025 △44,515  20,997 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  79,509 100,507 20,997  79,509 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  95,999 72,481 △23,518  100,507 
      
 



 
 

－個別 ７－

中間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) 

当中間会計期間 

(自 平成 18 年 4 月 1 日 

  至 平成 18 年 9 月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年 4月 1 日 

  至 平成 18 年 3月 31 日) 

１ 資産の評価基

準および評価

方法 

(1) 有価証券 

    満期保有目的の債券 

    …償却原価法(定額法) 

      子会社株式および 

   関連会社株式 

    …移動平均法による 

     原価法 

   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) 

    時価のないもの 

…移動平均法による原

価法 

(2) デリバティブ…時価法 

(3) たな卸資産 

   製品、商品、半製品、仕掛

品、原材料、貯蔵品 

    …総平均法による原価法

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

    …償却原価法(定額法) 

      子会社株式および 

   関連会社株式 

    …移動平均法による 

     原価法 

   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) 

    時価のないもの 

…移動平均法による原

価法 

(2) デリバティブ…同左 

(3) たな卸資産 

同左 

(1) 有価証券 

    満期保有目的の債券 

    …償却原価法(定額法) 

子会社株式および 

関連会社株式 

…移動平均法による 

     原価法 

その他有価証券 

     時価のあるもの 

…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 

(2) デリバティブ…同左 

(3) たな卸資産 

       同左 

２ 固定資産の減

価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

建物     15～50 年 

機械及び装置 ６～７年 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間(主に５

年)に基づく定額法を採用し

ております。 

(1) 有形固定資産 

    同左 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

     同左 

 

 

 

 

     

(1) 有形固定資産 

    同左 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

     同左 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

－個別 ８－

項目 

前中間会計期間 

(自 平成 17 年 4月 1 日 

  至 平成 17 年 9月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 18 年 4 月 1 日 

  至 平成 18 年 9 月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年 4月 1 日 

  至 平成 18 年 3月 31 日) 

３ 引当金の計上

基準 

(1) 貸倒引当金 

   売上債権、貸付金等の貸倒

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

に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しており

ます。 

(2) 返品調整引当金 

販売済製品・商品の中間

決算日後に予想される返品

による損失に備えるため、中

間決算日における売上債権

残高に直近 18 カ月平均の返

品率および当中間会計期間

の利益率を乗じた金額を計

上しております。 

(3) 返品廃棄損失引当金 

販売済製品・商品の中間

決算日後に予想される返品

に伴う廃棄損失に備えるた

め、中間決算日における売上

債権残高に直近 18 カ月平均

の返品率および返品廃棄率

を乗じた金額を計上してお

ります。 

(4) 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

る退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、当中

間決算日において発生して

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５年の按

分額を営業費用として処理

しております。 

数理計算上の差異は償却

年数５年の定額法により、そ

れぞれ発生年度の翌事業年

度から営業費用として処理

しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 返品調整引当金 

          同左 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 返品廃棄損失引当金 

       同左 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 退職給付引当金 

    同左 

 

(1) 貸倒引当金 

       同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 返品調整引当金 

販売済製品・商品の期末

日後に予想される返品によ

る損失に備えるため、期末売

上債権残高に直近２事業年

度平均の返品率および当事

業年度の利益率を乗じた金

額を計上しております。 

 

(3) 返品廃棄損失引当金 

販売済製品・商品の期末

日後に予想される返品に伴

う廃棄損失に備えるため、期

末売上債権残高に直近２事

業年度平均の返品率および

返品廃棄率を乗じた金額を

計上しております。 

 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、期末日における退職

給付債務および年金資産の

見込額に基づき、期末日にお

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５年の按

分額を営業費用として処理

しております。 

数理計算上の差異は償却

年数５年の定額法により、そ

れぞれ発生した事業年度の

翌事業年度から営業費用と

して処理しております。 

 

 (5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払

いに備えるため、会社内規に

基づく必要額を計上してお

ります。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

(5) 役員退職慰労引当金 

     同左 

４ 外貨建の資産

および負債の

本邦通貨への

換算基準 

外貨建金銭債権債務は中間決

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期末日

の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。 

 
 



 
 

－個別 ９－

項目 

前中間会計期間 

(自 平成 17 年 4月 1 日 

  至 平成 17 年 9月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 18 年 4 月 1 日 

  至 平成 18 年 9 月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年 4月 1 日 

  至 平成 18 年 3月 31 日) 

５ リース取引の

処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

同左 同左 

６ ヘッジ会計の

方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用し

ております。なお、為替予約

については振当処理の要件

を満たしている場合には振

当処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ① ヘッジ手段 

     …為替予約取引 

 ② ヘッジ対象 

…営業取引の外貨建金銭

債権債務等(予定取引

を含む) 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

       同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

       同左 

 

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

       同左 

 (3) ヘッジ方針 

外貨建取引に係るヘッジ

取引は、社内管理規程に基づ

き、通常の取引の範囲内にお

いて、将来の為替相場に係る

変動リスクの回避(キャッシ

ュ・フローの固定)を目的と

して行っております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

外貨建金銭債権債務等に

同一通貨建による同一金額

内で同一期日の為替予約を

振当てているため、その後の

為替相場の変動による相関

関係は、完全に確保されてお

りますので、有効性の評価を

省略しております。 

(3) ヘッジ方針 

       同左 

 

 

 

 

 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

       同左 

(3) ヘッジ方針 

       同左 

 

 

 

 

 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

       同左 

７ 消費税等の会

計処理 

消費税および地方消費税の会

計処理は、税抜方式によっており

ます。 

同左 同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

－個別 １０－

会計処理の変更 
 

前中間会計期間 

(自 平成 17 年 4月 1 日 

  至 平成 17 年 9月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 18 年 4 月 1 日 

  至 平成 18 年 9 月 30 日) 

前事業年度 

(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)）および「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が、これによる損

益への影響はありません。 
 

―――――――――――― 

―――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(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)および「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準適用指針第8号 平成17

年 12 月 9 日)を適用しております。 

  従来の資本の部の合計に相当する金

額は、458,138 百万円であります。 

  なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間末における中間貸借

対照表の純資産の部については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき作成して

おります。 
 
(ストック・オプション等に関する会計

基準) 

当中間会計期間より「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会計

基準第 8 号 平成 17 年 12 月 27 日）お

よび「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第 11 号 平成 18 年 5 月 31 日）

を適用しております。これにより税引前

中間純利益は 294 百万円減少しており

ます。 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度より「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)）

および「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

用しておりますが、これによる損益へ

の影響はありません。 
 

―――――――――――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

－個別 １１－

表示方法の変更 
 

前中間会計期間 

(自 平成 17 年 4月 1 日 

  至 平成 17 年 9月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 18 年 4 月 1 日 

  至 平成 18 年 9 月 30 日) 

(中間貸借対照表) 

１   前中間会計期間末において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました投資事業有限責任組合

に類する組合への出資については、「証券取引法等の一

部を改正する法律」（平成 16 年 6 月 9 日法律第 97 号）

により、当中間会計期間末においては投資その他の資産

の「投資有価証券」に含めて表示しております。なお、

当中間会計期間末における投資事業有限責任組合に類す

る組合への出資額は 61 百万円であります。 

２  前中間会計期間末において独立掲記しておりました

「ソフトウェア」および「特許権・電話加入権等」は、

金額に重要性がないため、当中間会計期間末においては

無形固定資産としてまとめて表示しております。なお、

当中間会計期間末の無形固定資産に含まれている「ソフ

トウェア」および「特許権・電話加入権等」の金額はそ

れぞれ 10,258 百万円、8,985 百万円であります。 

３   前中間会計期間末において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました製品導入に対する契約

一時金等については、前事業年度において重要な製品導

入に対する契約一時金等が発生したことにより表示区分

を見直し、当中間会計期間末においては「無形固定資産」

に含めて表示しております。なお、当中間会計期間末に

おける製品導入に対する契約一時金等は 8,665 百万円で

あります。 

４   前中間会計期間末において独立掲記しておりました

「未払消費税等」は、金額に重要性がないため、当中間

会計期間末においては流動負債の「その他」に含めて表

示しております。なお、当中間会計期間末の流動負債の

「その他」に含まれている「未払消費税等」の金額は 301

百万円であります。 
 

――――――――――――― 

(中間貸借対照表) 

   前中間会計期間末において独立掲記しておりました「保険

積立金」は、資産の総額の 100 分の 5 以下になったため、当

中間会計期間末においては投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しております。なお、当中間会計期間末の「保険

積立金」は 3,516 百万円であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(中間キャッシュ・フロー計算書) 

前中間会計期間まで退職給付に係るキャッシュ・フロー

は、営業活動によるキャッシュ・フローの「退職給付費用」

および「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会

計期間より表示区分を見直し「退職給付引当金の増加(△減

少)額」として表示しております。 

なお、前中間会計期間における営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「退職給付引当金の増加額」は、1,624 百万円

であります。 

 

 

追加情報 
 

前中間会計期間 

(自 平成 17 年 4月 1 日 

  至 平成 17 年 9月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 18 年 4 月 1 日 

  至 平成 18 年 9 月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年 4月 1 日 

  至 平成 18 年 3月 31 日) 

(売上割戻引当金) 

代理店に対する売掛金の回収条件変

更に伴い、将来予想される売上割戻に備

えるための引当金は、当中間会計期間末

より計上しておりません。 

―――――――――――― 

 

 

 
 

 

(売上割戻引当金) 

代理店に対する売掛金の回収条件変更に

伴い、将来予想される売上割戻に備える

ための引当金は、当事業年度より計上し

ておりません。 



 
 

－個別 １２－

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 9 月 30 日) 

当中間会計期間末 

(平成 18 年 9月 30 日) 

前事業年度 

(平成 18 年 3 月 31 日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は

150,224 百万円であります。 

 

※２ 任意積立金には、租税特別措置法

の規定による固定資産圧縮積立金

122 百万円を含んでおります。 

３ 偶発債務 

当社従業員の金融機関からの住

宅資金借入金に対して、連帯保証

を行っております。 

122 百万円 

Eisai Machinery GmbH の受注先

からの前受金他に対して、連帯保

証を行っております。 
135 百万円 

（998 千ユーロ）

 (注) 上記のうち外貨建保証債

務は、中間決算日の為替

相場により円換算してお

ります。 
※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等および仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。 
※５ 国庫補助金の圧縮記帳により、当

中間会計期間末に有形固定資産

の取得額から控除している圧縮

記帳額は、409 百万円であり、そ

の内訳は次のとおりであります。 
建物          0 百万円 

構築物         19 百万円 

機械及び装置   166 百万円 

工具器具及び備品 223 百万円 

※６   ――――――――― 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は

154,784 百万円であり、減損損失

累計額を含んでおります。 

―――――――――― 

 

 

３ 偶発債務 

当社従業員の金融機関からの住

宅資金借入金に対して、連帯保証

を行っております。 

113 百万円

Eisai Machinery GmbH のオフィ

ス賃借に対して、連帯保証を行っ

ております。 
  1 百万円

（9千ユーロ）

(注) 上記のうち外貨建保証債

務は、中間決算日の為替

相場により円換算してお

ります。 
※４ 消費税等の取扱い 

同左 

 

 

※５  国庫補助金の圧縮記帳により、当

中間会計期間末に有形固定資産

の取得額から控除している圧縮

記帳額は、412 百万円であり、そ

の内訳は次のとおりであります。

建物           0 百万円

構築物          19 百万円

機械及び装置    166 百万円

工具器具及び備品  226 百万円

※６ 中間会計期間末日の満期手形の会

計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。な

お、当中間会計期間末日は金融機

関の休日であったため、次の満期

手形が当中間会計期間末の残高に

含まれております。 

    受取手形      3 百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は

152,886 百万円であります。 

 

※２ 任意積立金には、租税特別措置法

の規定による固定資産圧縮積立金

122 万円を含んでおります。 

３ 偶発債務 

    当社従業員の金融機関からの住

宅資金借入金に対して、連帯保証

を行っております。 

119 百万円

        Eisai Machinery GmbH の受注先

からの前受金他に対して、連帯保

証を行っております。 
142 百万円

（998 千ユーロ）

 (注) 上記のうち外貨建保証債

務は、決算日の為替相場

により円換算しておりま

す。 
※４   ――――――――― 

 

 

 
※５  国庫補助金の圧縮記帳により、当

事業年度末に有形固定資産の取

得額から控除している圧縮記帳

額は、412 百万円であり、その内

訳は次のとおりであります。 

建物           0 百万円

構築物          19 百万円

機械及び装置    166 百万円

工具器具及び備品  226 百万円

※６    ――――――――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

－個別 １３－

（中間損益計算書関係） 
 

前中間会計期間 

(自 平成 17 年 4月 1 日 

至 平成 17 年 9月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 18 年 4 月 1 日 

至 平成 18 年 9 月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年 4月 1 日 

至 平成 18 年 3月 31 日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

    受取利息      28 百万円 

    有価証券利息   359 百万円 

    受取配当金    472 百万円 

    賃貸収入     210 百万円 

     

※２ 営業外費用の主要項目 

    支払利息      24 百万円 

※１ 営業外収益の主要項目 

    受取利息      41 百万円

    有価証券利息   192 百万円

    受取配当金    714 百万円

     

     

※２ 営業外費用の主要項目 

    支払利息      27 百万円

    為替差損     624 百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

    受取利息      56 百万円

    有価証券利息   737 百万円

    受取配当金    709 百万円

    賃貸収入     419 百万円

為替差益     223 百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

    支払利息      48 百万円

※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 

固定資産売却益 32 百万円 固定資産売却益 62 百万円     固定資産売却益 64 百万円

    貸倒引当金戻入額 195 百万円 
    投資有価証券 
    売却益 183 百万円     貸倒引当金戻入額 295 百万円

 
    製品廃棄 

子会社負担額 554 百万円  

※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 

固定資産処分損 244 百万円 固定資産処分損 543百万円 固定資産処分損 651 百万円

貸倒引当金繰入額 322 百万円 減損損失  35百万円 たな卸資産評価損 496 百万円

   貸倒引当金繰入額 265 百万円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産    5,615 百万円 

無形固定資産  2,208 百万円 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産    5,614 百万円

無形固定資産  2,883 百万円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産   11,692 百万円

無形固定資産  4,754 百万円

６   ――――――――― ６ 減損損失 

当社は事業用資産については継

続的に収支を把握している事業単

位ごとに、また、遊休資産および

販売権については個々にグルーピ

ングしております。当中間会計期

間において、次の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。

用途 種類 場所 

遊休資産
機械及び
装置等 

埼玉県 
美里町他

遊休資産については市場価額が

著しく下落しているため、回収可

能価額まで減額し減損損失を認識

しております。 

当中間会計期間において計上し

た減損損失は 35 百万円であり、そ

の主な内容は、機械及び装置 31 百

万円、工具器具及び備品 3 百万円

等であります。 

当該資産グループの回収可能価

額は、正味売却価額により測定し

ております。なお、正味売却価額

については合理的に算定された価

額を使用しております。 

６   ――――――――― 

 
 
 
 
 
 



 
 

－個別 １４－

（中間株主資本等変動計算書関係） 
 

前中間会計期間 

(自 平成 17 年 4月 1 日 

至 平成 17 年 9月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 18 年 4 月 1 日 

至 平成 18 年 9 月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年 4月 1 日 

至 平成 18 年 3月 31 日) 

―――――――――――― 自己株式の種類および株式数に関する

事項 

 自己株式

株式の種類 普通株式

前事業年度末株式数 
(千株) 

10,692

当中間会計期間増加株式数
(千株) 

2,011

当中間会計期間減少株式数
(千株) 

134

当中間会計期間末株式数 
(千株) 

12,568

(注)１ 自己株式(普通株式)の増加は、平
成18年 7月 31日開催の取締役会
決議に基づく自己株式の取得
2,000 千株と単元未満株式の買取
り11千株によるものであります。

２ 自己株式(普通株式)の減少は、ス
トック・オプションの権利行使
によるものであります。 

―――――――――――― 

 



 
 

－個別 １５－

５．リース取引関係 
 

前中間会計期間 

(自 平成 17 年 4月 1 日 

  至 平成 17 年 9月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 18 年 4 月 1 日 

  至 平成 18 年 9 月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年 4月 1 日 

  至 平成 18 年 3月 31 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) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額

相当額および中間期末残高相当額 
 

取得価額 
相当額 

(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円) 

中間期末 
残高 

相当額 
(百万円) 

車両及び 
運搬具 

62 26 36 

工具器具 
及び備品 

2,516 610 1,906 

ソフト 
ウェア 

142 100 41 

合  計 2,721   737 1,984  

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、減損損失累計額

相当額および中間期末残高相当額 
 

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

中間期末
残高 

相当額
(百万円)

車両及び
運搬具

68 26 42

工具器具
及び備品

2,760 1,049 1,710

ソフト
ウェア

75 60 14

合  計 2,904 1,136 1,767 

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、減損損失累計額

相当額および期末残高相当額 
 

取得価額 
相当額 

(百万円) 

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

車両及び 
運搬具 

67 29 38

工具器具 
及び備品 

2,645   783 1,862

ソフト 
ウェア 

142 114 27

合  計 2,855 927 1,927
  

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

１年内 746 百万円

１年超 1,251 百万円

合 計 1,998 百万円  

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

１年内 825 百万円

１年超 975 百万円

合 計 1,801 百万円  

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

１年内 800 百万円

１年超 1,153 百万円

合 計 1,954 百万円  
(3) 支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額および減損損失 

支払リース料 347 百万円

減価償却費相当額 331 百万円

支払利息相当額 19 百万円  

(3) 支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額および減損損失 

支払リース料 468 百万円

減価償却費相当額 442 百万円

支払利息相当額 34 百万円  

(3) 支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額および減損損失 

支払リース料 804 百万円

減価償却費相当額 763 百万円

支払利息相当額 56 百万円  
(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   

(5) 利息相当額の算定方法 

        リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。   

(5) 利息相当額の算定方法 

同左   

(5) 利息相当額の算定方法 

同左   

２ オペレーティング・リース取引 

―――――――――― 

 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失は

ありません。    

２ オペレーティング・リース取引 

―――――――――― 

 

（減損損失について） 

同左    

２ オペレーティング・リース取引 

―――――――――― 

 

（減損損失について） 

同左    

 
 

６．有価証券関係 
 
  子会社株式で時価のあるもの                    （単位：百万円） 

 
前中間会計期間末 

（平成 17 年 9 月 30 日）
当中間会計期間末 

（平成 18 年 9月 30 日）
前事業年度 

（平成 18 年 3 月 31 日） 

貸借対照表計上額 4,279 4,279      4,279 

時   価 4,106 2,786      3,788 

差   額 △173 △1,493       △491 
 



 
 

－個別 １６－

７．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
 

前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度とも継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象

または状況に該当する事項はありません。 

 

 

 

８．１株当たり情報 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成 17 年 4月 1 日 
  至 平成 17 年 9月 30 日)

当中間会計期間 
(自 平成 18 年 4 月 1 日 
  至 平成 18 年 9 月 30 日)

前事業年度 
(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 1,568 円 30 銭 1,613 円 17 銭 1,627 円 33 銭
  

１株当たり中間(当期)純利益 75 円 66 銭 70 円 50 銭 153 円 56 銭
  
潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 

75 円 60 銭 70 円 40 銭 153 円 39 銭

 

(注) １株当たり中間(当期)純利益および潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。 
 

 
前中間会計期間 

(自 平成 17年 4月 1 日
至 平成17年 9月 30日)

当中間会計期間 
(自 平成 18年 4月 1 日 
至 平成18年 9月 30日) 

前事業年度 
(自 平成 17年 4月 1 日
至 平成18年 3月 31日)

１株当たり中間(当期)純利益    

 (1)中間(当期)純利益（百万円） 21,622 20,137 43,890 

 (2)普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

(3)普通株式に係る中間(当期)純利益（百万円） 21,622 20,137 43,890 

 (4)普通株式の期中平均株式数（千株） 285,795 285,636 285,817 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益    

    普通株式増加数（千株） 227 412    316 

  （うち新株引受権(千株)） (77) (110) (97) 

   （うち新株予約権(千株)） (149) (302) (218) 

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)純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

―――――― ―――――― ―――――― 

 
 



 
 

－個別 １７－

９．四半期情報 
 
１）損益計算書 
 
第２四半期（平成 18 年 7 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日）  

 

前 第 ２ 四 半 期 

（自 平成 17 年 7月 1 日 

至 平成 17 年 9月 30 日） 

当 第 ２ 四 半 期 

（自 平成 18 年 7月 1 日 

至 平成 18 年 9月 30 日） 

増 減 

区 分 金 額（百万円） 
百分比
（％）

金 額（百万円） 
百分比
（％）

金 額 
（百万円）

        

Ⅰ 売上高  81,911 100.0 87,189 100.0 5,278

Ⅱ 売上原価  18,978 23.2 19,964 22.9 986

   売上総利益  62,932 76.8 67,224 77.1 4,291

   返品調整引当金戻入額  △59 △0.1 △10 △0.0 49

   差引売上総利益  62,992 76.9 67,235 77.1 4,242

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

 １ 研究開発費 24,313 (29.7) 27,323  (31.3)

 ２ 販売費・一般管理費 23,424 47,738 58.3 24,843 52,166 59.8 4,428

   営業利益  15,254 18.6 15,068 17.3 △186

Ⅳ 営業外収益  490 0.6 367 0.4 △122

Ⅴ 営業外費用  96 0.1 332 0.4 236

   経常利益  15,648 19.1 15,103 17.3 △545

Ⅵ 特別利益  212 0.3 744 0.8 532

Ⅶ 特別損失  329 0.4 117 0.1 △212

   税引前四半期純利益  15,531 19.0 15,730 18.0 199

   法人税、住民税及び事業税 5,786 7,178  

   法人税等調整額 △315 5,470 6.7 △1,533 5,644 6.4 174

   四半期純利益  10,061 12.3 10,086 11.6 25
   
 



 
 

－個別 １８－

２）キャッシュ・フロー計算書 
 
第２四半期（平成 18 年 7 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日）  
 前 第 ２ 四 半 期 

(自 平成 17 年 7月 1 日
至 平成 17 年 9月 30 日)

当 第 ２ 四 半 期 
(自 平成 18 年 7月 1 日 
至 平成 18 年 9月 30 日) 

増 減 

区 分 金 額（百万円） 金 額（百万円） 金 額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税引前四半期純利益 15,531 15,730  

２ 減価償却費 3,999 4,439  

３ 減損損失 － 35  

４ 貸倒引当金の増加(△減少)額 3 △17  

５ 受取利息、有価証券利息及び受取配当金 △301 △200  

６ 支払利息 11 15  

７ 固定資産売却益・処分損 184 93  

８ 退職給付費用 1,378 －  

９ 有価証券・投資有価証券売却益 － △183  

10 売上債権の減少(△増加)額 6,538 △7,385  

11 たな卸資産の増加額 △489 △1,123  

12 仕入債務の増加(△減少)額 147 △96  

13 その他流動負債の増加(△減少)額 △631 1,194  

14 売上割戻引当金の減少額 △907 －  

15 退職給付引当金の減少額 － △1,484  

16 その他 △540 △1,437  

小  計 24,924 9,581 △15,343 

17 利息及び配当金の受取額 319 151  

18 利息の支払額 △11 △15  

19 法人税等の支払額 △92 △1,691  

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,140 8,026 △17,114 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 有価証券の売却・償還による収入 200 1,500  

２ 有形固定資産の取得による支出 △2,124 △1,714  

３ 有形固定資産の売却による収入 72 13  

４ 無形固定資産の取得による支出 △1,186 △1,196  

５ 投資有価証券の取得による支出 △227 △6,712  

６ 投資有価証券の売却・償還による収入 2,531 1,569  

７ その他 △230 △144  

投資活動によるキャッシュ・フロー △964 △6,684 △5,719 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

  １ 自己株式の市場買付けに伴う支出 － △11,060  

  ２ その他 85 314  

財務活動によるキャッシュ・フロー 85 △10,745 △10,830 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加(△減少)額 24,261 △9,402 △33,663 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 71,738 81,884 10,145 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 95,999 72,481 △23,518     
 


