
平成１９年３月期　　個別中間財務諸表の概要  

上 場 会 社 名 日 機 装 株 式 会 社
コ ー ド 番 号 6376
　（ Ｕ Ｒ Ｌ　　http://www.nikkiso.co.jp　）

代 表 者 　役職名　代表取締役社長 氏名　甲斐 敏彦

問合せ先責任者 　役職名　経営センター長 氏名　田中 康之 TEL (03) 3443 - 3714
中間決算取締役会開催日　　平成18年11月２日 配当支払開始日　　　　　 平成18年12月７日

単元株制度採用の有無　　  有(１単元 1,000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 （百万円未満切捨）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 26,975 6.1 2,102 10.1 2,740 18.4
17年９月中間期 25,428 10.0 1,908 56.3 2,315 22.4
18年３月期 52,770 9.4 4,782 44.7 5,586 37.6

百万円 ％

18年９月中間期 1,816 39.2
17年９月中間期 1,305 3.6
18年３月期 3,146 90.5

    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

18年９月中間期
17年９月中間期
18年３月期
(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 66,654,142株 17年９月中間期 69,456,862株 18年３月期 69,713,399株

　　②期末自己株式数　 18年９月中間期  5,957,322株 17年９月中間期  3,154,602株 18年３月期  2,898,065株

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)

　

通　　期
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  49円51銭

３．配当状況
・現金配当

18年３月期
19年３月期(実績)
19年３月期(予想)

　※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

　　実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

　　なお、上記の予想に関する事項は、添付資料の６ページ以降を参照してください。

平成18年11月２日

東証第一部上 場 取 引 所
本社所在都道府県 東京都

(注)①期中平均株式数 18年９月中間期 67,331,459株 17年９月中間期 69,468,071株 18年３月期 69,520,634株

　　②会計処理の方法の変更　無

円　銭

26.98
18.79
44.62

売上高 営業利益 経常利益

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

66,477
61,640
66,194

１株当たり純資産総資産 純資産 自己資本比率
百万円 円　銭

540.88
521.63
562.69

百万円

36,052
36,230
39,272

％

54.2
58.8
59.3

百万円 百万円 百万円

57,000 5,600 3,300

―               
―               

中間期末

―               6.00             
12.00            

売上高 経常利益 当期純利益

1株当たり配当金(円)

12.00            
期末 年間

6.00             
12.00            
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注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

5,465 3,471 6,447

※5 3,174 3,240 3,583

17,316 18,908 17,845

945 49 1,294

6,819 9,123 7,281

※4 1,553 1,848 1,629

△6 △13 △8

35,269 57.2 36,627 55.1 38,073 57.5

1 ※1.2

建物 7,565 7,373 7,428

土地 3,029 3,029 3,029

その他 2,643 2,900 2,582

有形固定資産合計 13,238 21.5 13,303 20.0 13,040 19.7

2 262 0.4 246 0.4 244 0.4

3

投資有価証券 9,362 11,429 10,957

その他 4,417 5,425 4,437

関係会社投資損失引当金 △602 △552 △552

貸倒引当金 △306 △2 △4

投資その他の資産合計 12,870 20.9 16,299 24.5 14,836 22.4

26,371 42.8 29,849 44.9 28,121 42.5

61,640 100.0 66,477 100.0 66,194 100.0

※5 2,640 2,950 2,873

5,766 6,400 6,217

※2 2,693 6,636 2,632

1,582 940 940

659 730 1,370

1,166 1,298 1,289

― 21 ―

※4 2,293 3,324 2,567

16,803 27.2 22,301 33.6 17,891 27.0

7,040 6,100 6,570

396 31 282

― 205 197

1,170 1,786 1,981

8,606 14.0 8,123 12.2 9,031 13.7

25,409 41.2 30,425 45.8 26,922 40.7

区分

貸倒引当金

流動資産合計

Ⅰ　流動負債

有価証券

無形固定資産

資産合計

投資その他の資産

固定資産合計

その他

繰延税金負債

負債合計

買掛金

退職給付引当金

支払手形

短期借入金

一年以内返済予定
長期借入金

未払法人税等

役員賞与引当金

中間財務諸表等

①中間貸借対照表

賞与引当金

流動負債合計

その他

役員退職慰労引当金

固定負債合計

前事業年度の

Ⅱ　固定資産

有形固定資産

金額(百万円)

（平成18年９月30日）

Ⅰ　流動資産 

当中間会計期間末

受取手形

売掛金

たな卸資産

（負債の部）

要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

金額(百万円)

前中間会計期間末

（平成17年９月30日）

金額(百万円)

（資産の部）

現金及び預金

Ⅱ　固定負債

長期借入金
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注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

6,094 9.9 ― ― 6,094 9.2

10,251 ― 10,251

自己株式処分差益 ― ― 53

10,251 16.6 ― ― 10,304 15.5

１ 1,461 ― 1,461

２ 15,936 ― 15,936

３ 2,136 ― 3,978

19,534 31.7 ― ― 21,376 32.3

2,086 3.4 ― ― 3,099 4.7

△1,736 △2.8 ― ― △1,603 △2.4

36,230 58.8 ― ― 39,272 59.3

61,640 100.0 ― ― 66,194 100.0

― ― 6,094 9.2 ― ―

資本準備金 ― 10,251 ―

その他資本剰余金

自己株式処分差益 ― 21 ―

― ― 10,272 15.4 ― ―

利益準備金 ― 1,461 ―

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 ― 376 ―

別途積立金 ― 17,370 ―

繰越利益剰余金 ― 3,102 ―

― ― 22,311 33.6 ― ―

― ― △5,298 △8.0 ― ―

― ― 33,380 50.2 ― ―

― ― 2,671 4.0 ― ―

― ― 2,671 4.0 ― ―

― ― 36,052 54.2 ― ―

― ― 66,477 100.0 ― ―

（純資産の部）

（資本の部）

区分

資本準備金

資本剰余金合計

利益準備金

負債資本合計

Ⅲ　利益剰余金

Ⅰ　資本金

Ⅱ　資本剰余金

前中間会計期間末 当中間会計期間末
前事業年度の
要約貸借対照表

（平成17年９月30日） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日）

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資本剰余金合計

利益剰余金合計

その他有価証券評価差額金

株主資本合計

Ⅱ　評価・換算差額等

利益剰余金

自己株式

Ⅰ　株主資本

資本金

純資産合計

負債純資産合計

評価・換算差額等合計

資本剰余金

Ⅳ  その他有価証券評価差額金

Ⅴ  自己株式

中間(当期)未処分利益

利益剰余金合計

資本合計

その他資本剰余金

任意積立金
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②中間損益計算書

注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

百分比
(％)

Ⅰ 25,428 100.0 26,975 100.0 52,770 100.0

Ⅱ 18,604 73.2 19,634 72.8 38,125 72.2

6,823 26.8 7,340 27.2 14,645 27.8

Ⅲ 4,914 19.3 5,238 19.4 9,862 18.7

1,908 7.5 2,102 7.8 4,782 9.1

Ⅳ ※1 558 2.2 768 2.9 1,071 2.0

Ⅴ ※2 151 0.6 130 0.5 267 0.5

2,315 9.1 2,740 10.2 5,586 10.6

Ⅵ ※3 132 0.5 0 0.0 137 0.3

Ⅶ ※4 560 2.2 96 0.4 729 1.4

1,888 7.4 2,644 9.8 4,993 9.5

595 699 1,848

△12 582 2.3 128 828 3.1 △1 1,846 3.5

1,305 5.1 1,816 6.7 3,146 6.0

831 ― 831

2,136 ― 3,978

(自 平成17年４月１日 

金額(百万円) 

売上総利益

金額(百万円) 

売上高

区分

要約損益計算書

売上原価

税引前中間（当期）純利益

中間(当期)純利益

法人税等調整額

法人税、住民税及び事業税

営業外費用

販売費及び一般管理費

金額(百万円) 

当中間会計期間

営業外収益

営業利益

前事業年度の

 至 平成18年３月31日) 至　平成17年９月30日)  至　平成18年９月30日)
(自　平成17年４月１日 (自　平成18年４月１日 

特別損失

前期繰越利益

中間(当期)未処分利益

前中間会計期間

経常利益

特別利益
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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４月１日　至 平成18年９月30日）

資本準備金
その他資
本剰余金

利益準備金
その他利
益剰余金
(注1)

6,094 10,251 53 1,461 19,914 △1,603 36,172 

剰余金の配当 (注2) △836 △836 

役員賞与 (注2) △45 △45 

中間純利益 1,816 1,816 

自己株式の取得 △3,990 △3,990 

自己株式の処分 △32 295 262 

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額（純額）

― 

― ― △32 ― 935 △3,695 △2,792 

6,094 10,251 21 1,461 20,849 △5,298 33,380 

剰余金の配当 (注2)

役員賞与 (注2)

中間純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額（純額）

（注1）その他利益剰余金の内訳

項　目
固定資産

圧縮積立金
退職給与
積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

合計

平成18年３月31日残高（百万円） 376 189 15,370 3,978 19,914 

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 (注2) △836 △836 

役員賞与 (注2) △45 △45 

中間純利益 1,816 1,816 

利益処分による退職給与
積立金の取崩し (注2)

△189 189 ― 

利益処分による別途積立
金の積立て (注2)

2,000 △2,000 ― 

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

― △189 2,000 △875 935 

平成18年９月30日残高（百万円） 376 ― 17,370 3,102 20,849 

（注2）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。

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

資本金

純資産合計

3,099 

中間会計期間中の変動額

資本剰余金 利益剰余金

中間会計期間中の変動額

評価・換算差額等

平成18年９月30日残高（百万円） 2,671 

△427 

△427 

平成18年３月31日残高（百万円）

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

平成18年９月30日残高（百万円）

平成18年３月31日残高（百万円）

1,816 

△3,990 

262 

株主資本

自己株式
株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

39,272 

△836 

△45 

△427 

△3,219 

36,052 
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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 資産の評価基準及び評価方

法 
(1) 有価証券 

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 

(1) 有価証券 
  子会社株式および関連会社株式 
   同左 
  その他有価証券 
   時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格

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 
    同左 

(1) 有価証券 
  子会社株式および関連会社株式

   同左 
  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 
    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 

  (3) たな卸資産 
移動平均法に基づく原価法 
(ただし、粉体技術カンパニ

ー、産業機器カンパニーおよ

び計装・電力カンパニーの仕

掛品については個別法) 

(3) たな卸資産 
移動平均法に基づく原価法 
(ただし、インダストリアルソ

リューションズカンパニーの

仕掛品については個別法) 

(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 
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

備を除く)については、定額法

を採用しております。 
なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 
   建物 ３～50年 

(1) 有形固定資産 
同左 

  

(1) 有形固定資産 
同左 

  

  (2) 無形固定資産 
定額法 
ただし、ソフトウエア(自社利

用分)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 

(2) 無形固定資産 
同左 

  

(2) 無形固定資産 
同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
債権の貸倒れに備えるため、

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。 

(1) 貸倒引当金 
同左 

  

(1) 貸倒引当金 
同左 

  (2) 賞与引当金 
従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額に基づき計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 
同左 

(2) 賞与引当金 
同左 

  ――――――――― (3)役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額

の当中間会計期間負担額を計

上しております。 

――――――――― 
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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) 

  (4) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるた

め、当期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、過去勤務債務は、その

発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法により

費用処理しております。 
数理計算上の差異は、各会計

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定額法

により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。 

(4) 退職給付引当金 
同左 

(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、当事業年度

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、過去勤務債務は、その

発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法により

費用処理しております。 
数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定額法

により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。 
 ――――――――― (5) 役員退職慰労引当金 

平成18年6月23日開催の定時株

主総会における退職慰労金制

度の廃止および役員退任時に

在任期間に対応する退職慰労

金を支給する旨の決議に基づ

き、現任役員の役員退職慰労

金制度廃止日までの就任期間

に対応する金額を引当計上し

ております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

平成18年３月６日の取締役会

において、平成18年３月期の

定時株主総会終結の時をもっ

て退職慰労金制度を廃止する

こととし、平成18年３月期に

係る定時株主総会終結時まで

の在任期間中の職務遂行の対

価相当額を支給すべき退職慰

労金の額として決定したこと

にともない、当該金額のうち

当事業年度以前発生分を役員

退職慰労引当金として計上し

ております。 

 (6) 関係会社投資損失引当金 
関係会社に対する投資により

発生の見込まれる損失に備え

るため、当該関係会社の資産

内容等を勘案して損失見込額

を計上しております。 

(6) 関係会社投資損失引当金 
同左 

(6) 関係会社投資損失引当金 
同左 

４ 外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 
外貨建金銭債権債務は、中間期末

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 
５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を行なっており

ます。 

同左 同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて特例処

理の条件を充たしている場合

は、特例処理を採用しており

ます。 

(1) ヘッジ会計の方法 

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 

ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金の利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 
社内管理規定に基づき、借入

金の金利変動リスクをヘッジ

しております。 

(3) ヘッジ方針 
同左 

(3) ヘッジ方針 
同左 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 
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。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
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。 

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。 

これにより税引前中間純利益は26百万円減少し

ております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の中

間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直

接控除しております。 

―――――――― （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。 

これにより税引前当期純利益は26百万円減少し

ております。 

なお、減損損失累計額については、各資産の金

額から直接控除しております。 

―――――――― （役員賞与引当金） 

当中間会計期間から「役員賞与に関する会計基

準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を

適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益および税引前

中間純利益は、それぞれ21百万円減少しており

ます。 

―――――――― 

―――――――― （役員退職慰労引当金） 

役員の退職慰労金については、従来退任時に費

用処理しておりましたが、平成18年３月６日の

取締役会において、経営環境を勘案して機動的

な経営を図るべく役員の報酬制度を見直すた

め、平成18年３月期の定時株主総会終結の時を

もって退職慰労金制度を廃止することとし、平

成18年３月期に係る定時株主総会終結時までの

在任期間中の職務遂行の対価相当額を支給すべ

き退職慰労金の額として決定したことにともな

い、現任役員の役員退職慰労金制度廃止日まで

の就任期間に対応する金額を引当計上すること

に変更しております。 

なお、取締役会の決定が前事業年度の下期であ

ったことから前中間会計期間においては従来の

方法によっております。従って、前中間会計期

間は変更後の方法によった場合に比べ、営業利

益および経常利益は14百万円、税引前中間純利

益は180百万円多く計上されております。 

（役員退職慰労引当金） 

役員の退職慰労金については、従来退任時に費

用処理しておりましたが、平成18年３月６日の

取締役会において、経営環境を勘案して機動的

な経営を図るべく役員の報酬制度を見直すた

め、平成18年３月期の定時株主総会終結の時を

もって退職慰労金制度を廃止することとし、平

成18年３月期に係る定時株主総会終結時までの

在任期間中の職務遂行の対価相当額を支給すべ

き退職慰労金の額として決定したことにともな

い、当該金額のうち当事業年度以前発生分を役

員退職慰労引当金として計上することに変更し

ております。 

この変更により、当事業年度の発生額31百万円

は販売費及び一般管理費に計上し、過年度対応

額165百万円は特別損失に計上しており、従来の

方法によった場合と比べ、営業利益および経常

利益はそれぞれ31百万円減少し、税引前当期純

利益は197百万円減少しております。 

なお、取締役会の決定が当事業年度の下期であ

ったことから当中間会計期間においては従来の

方法によっております。従って、当中間会計期

間は変更後の方法によった場合に比べ、営業利

益および経常利益は14百万円、税引前中間純利

益は180百万円多く計上されております。 

―――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

当中間会計期間から「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。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

36,052百万円であります。 

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、中間財務諸表等規則

の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

―――――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係)  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

22,769百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

22,724百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

23,017百万円

※２ 下記資産を担保に供しておりま

す。 

種別 科目 
簿価 

(百万円) 

建物 2,785 

構築物 35 

機械及び装置 472 

土地 40 

工場財団 

計 3,334 

   対象となる債務 

科目 
金額 

(百万円) 

短期借入金 680 

計 680  

※２ 下記資産を担保に供しておりま

す。 

種別 科目 
簿価 

(百万円)

建物 2,739

構築物 30

機械及び装置 450

土地 40

工場財団

計 3,261

   対象となる債務 

科目 
金額 

(百万円)

短期借入金 740

計 740 

※２ 下記資産を担保に供しておりま

す。 

種別 科目 
簿価 

(百万円)

建物  2,773

構築物  33

機械及び装置  480

土地  40

工場財団 

計  3,328

   対象となる債務 

科目 
金額 

(百万円)

短期借入金 680

計 680

  
 ３ 保証債務 

関係会社等の金融機関からの借

入金等に対し下記の保証を行な

っております。 

摘要 
金額 

(百万円) 

韓国日機装旭化成メ

ディカル㈱ 
405 

Nikkiso  

Medical GmbH 
159 

Nikkiso Vietnam MFG 

Co.,Ltd. 
102 

台湾日機装股 有限

公司 
57 

計 724  

 ３ 保証債務 

関係会社等の金融機関からの借

入金等に対し下記の保証を行な

っております。 

摘要 
金額 

(百万円)

韓国日機装旭化成メ

ディカル㈱ 
538

Nikkiso  

Medical GmbH 
119

Nikkiso Vietnam MFG 

Co.,Ltd. 
220

計 877 

 ３ 保証債務 

関係会社等の金融機関からの借

入金等に対し下記の保証を行な

っております。 

摘要 
金額 

(百万円)

韓国日機装旭化成メ

ディカル㈱ 
472

Nikkiso  

Medical GmbH 
136

Nikkiso Vietnam MFG 

Co.,Ltd. 
182

台湾日機装股 有限

公司 
92

計  883 

※４ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等と仮受消費税等の

相殺後の金額52百万円は、流動負

債「その他」に含めて表示してお

ります。 

※４ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等と仮受消費税等の

相殺後の金額27百万円は、流動資

産「その他」に含めて表示してお

ります。 

※４ ―――――― 

    

※５ ―――――― 

 

※５ 中間会計期間末日満期手形 

   中間会計期間末日満期手形の会

計処理については、満期日に決

済がおこなわれたものとして処

理しております。 

   なお、当中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が、

中間会計期間末残高から除かれ

ております。 

   受取手形 488百万円 

   支払手形  5 〃 

※５ ―――――― 
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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 18 百万円 

受取配当金 320 〃 

受取家賃 104 〃 

為替差益 49 〃  

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 23 百万円

受取配当金 460 〃 

受取家賃 115 〃 

為替差益 119 〃  

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 38 百万円

受取配当金 407 〃 

受取家賃 210 〃 

為替差益 298 〃  
※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 86 百万円 

たな卸資産処分損 50 〃  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 96 百万円

たな卸資産処分損 25 〃  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 171 百万円

たな卸資産処分損 75 〃  

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 132 百万円 

主なものは土地の売却益であり

ます。  

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益  0 百万円

主なものは車両の売却益であり

ます。  

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 132 百万円
主なものは土地の売却益であり

ます。 

投資有価証券売却益 4 百万円 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 99 百万円 
主なものは機械及び装置の除却

損であります。 

固定資産売却損 15 百万円 
主なものは工具・器具及び備品

の売却損であります。 

減損損失 26 百万円 

以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円) 

遊休 土地 
静岡県 

牧之原市
15 

遊休 土地 
山梨県 

南都留郡
10 

計 26 

(経緯) 

上記の土地につきましては、福利

厚生施設および倉庫用地として

取得しましたが、福利厚生制度の

見直しおよび物流業務の見直し

等により現在は遊休資産として

おります。 

今後の利用目的も無く、地価も著

しく下落しているため、減損損失

を認識いたしました。 

(グルーピングの方法) 

事業部門別を基本とし、製造部門

においては工場を単位とし、将来

の使用が見込まれていない遊休

資産については個々の物件単位

でグルーピングをしております。 

(回収可能価額の算定方法) 

当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、固定資産税評価額に基づき

評価しております。 

貸倒引当金繰入額 302 百万円 
貸倒引当金繰入額の内容は、㈱

MEDYの解散決議に伴う損失見込額

であります。 

関係会社投資損失 

引当金繰入額 
50 百万円 

関係会社投資損失引当金繰入額の

内容は、㈱MEDYの解散決議に伴う

損失見込額であります。  

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 96 百万円
主なものは建物の除却損であり

ます。  

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 147 百万円
主なものは機械及び装置の除却

損であります。 

固定資産売却損 15 百万円
主なものは工具・器具及び備品

の売却損であります。 

減損損失 26 百万円

以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円)

遊休 土地 
静岡県 

牧之原市
15

遊休 土地 
山梨県 

南都留郡
10

計 26

(経緯) 

上記の土地につきましては、福利

厚生施設および倉庫用地として

取得しましたが、福利厚生制度の

見直しおよび物流業務の見直し

等により現在は遊休資産として

おります。 

今後の利用目的も無く、地価も著

しく下落しているため、減損損失

を認識いたしました。 

(グルーピングの方法) 

事業部門別を基本とし、製造部門

においては工場を単位とし、将来

の使用が見込まれていない遊休

資産については個々の物件単位

でグルーピングをしております。

(回収可能価額の算定方法) 

当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、固定資産税評価額に基づき

評価しております。 

役員退職慰労 

引当金繰入額 
165 百万円

役員退職慰労引当金繰入額は、当

事業年度より会計処理の変更を

おこなったことによる役員退職

慰労金の過年度対応額でありま

す。  
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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) 

※４ 特別損失の主要項目 

製品補償費用 66 百万円 
製品補償費用の主な内容は、すで

に清算している日機装ケンコー㈱

が販売した製品の保守業務終了に

伴う、製品回収費用等であります。 

 ※４ 特別損失の主要項目 

関係会社整理損 280 百万円
㈱MEDYの清算に伴う損失であり

ます。 

項目及び金額は以下のとおりで

あります。 

 貸倒損失 230百万円

 関係会社株式清算損 50 〃  
訴訟和解金 27 百万円

特許に関する和解金等の追加費

用であります。 

製品補償費用 66 百万円
製品補償費用の主な内容は、すで

に清算している日機装ケンコー㈱

が販売した製品の保守業務終了に

伴う、製品回収費用等であります。 
 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 532 百万円 

無形固定資産 55 〃  

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 563 百万円

無形固定資産 47 〃  

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,127 百万円

無形固定資産 116 〃  

 

(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４月１日  至 平成18年９月30日) 

 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 

前事業年度末 

株式数 

(株) 

当中間会計期間 

増加株式数 

(株) 

当中間会計期間 

減少株式数 

(株) 

当中間会計期間末

株式数 

(株) 

普通株式 2,898,065 3,411,311 352,054 5,957,322

 (変動事由の概要) 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   平成18年５月８日開催の取締役会の決議による増加 

       2,676,000株 

   平成18年５月24日開催の取締役会の決議による増加 

         708,000株 

   単元未満株式の買取りによる増加         27,311株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   ストックオプションの権利行使による減少  350,000株 

   単元未満株式への買増しによる減少    2,054株 
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リース取引関係

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

有価証券関係

前中間会計期間末（平成17年9月30日）
子会社株式およ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9月30日）
同上

前事業年度末（平成18年3月31日）
同上

（３） （３） （３）

（４）（４）（４）

支 払 リ ー ス 料 百万円

百万円

60

（１） （１）

（２） （２） （２）

減価償却
累 計 額
相 当 額

期末残高
相 当 額

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

機 械 装 置
及 び
運 搬 具
( 百 万 円 )

42

27

15

同　　　左

百万円

百万円

百万円

百万円

255185

118
118

同　　　左

支 払 リ ー ス 料

減価償却費相当額

49
49

支 払 リ ー ス 料 百万円

減価償却費相当額 百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形
固定資産の期末残高等に占める未経過リース料
期末残高の割合が低いため、財務諸表等規則第8
条の6第2項の規定に基づき、「支払利子込み
法」によって算定しております。

支払リース料及び減価償却費相当額

279

同　　　左

合 計 百万円 255合 計

支払リース料及び減価償却費相当額

508 136

81323

54

1 年 以 内

1 年 超

86
168

工 具 ・
器 具 及
び 備 品
(百万円)

ソ フ ト
ウ ェ ア
(百万円)

合 計
(百万円)

前 事 業 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

機 械 装 置
及 び
運 搬 具
( 百 万 円 )

工 具 ・
器 具 及
び 備 品
(百万円)

なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、
有形固定資産の中間期末残高等に占める未経過
リース料中間期末残高の割合が低いため、「支
払利子込み法」によって算定しております。

32

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の中間
期末残高等に占める未経過リース料中間期末残
高の割合が低いため、「支払利子込み法」に
よって算定しております。

未経過リース料中間期末残高相当額

81

133

減価償却
累 計 額
相 当 額

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)

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。

未経過リース料中間期末残高相当額

1 年 以 内

14

194 66 279

299

支払リース料及び減価償却費相当額

減価償却費相当額 60

中間期末
残 高
相 当 額

中間期末
残 高
相 当 額

35

合 計 百万円

百万円

百万円

188

1 年 以 内

425

188

減価償却
累 計 額
相 当 額

22

19

331 72

（１）

1 年 超

84
104

42 464 107

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)

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

202

1 年 超

百万円

397 148 578

87

取得価額
相 当 額

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

機 械 装 置
及 び
運 搬 具
( 百 万 円 )

工 具 ・
器 具 及
び 備 品
(百万円)

ソ フ ト
ウ ェ ア
(百万円)

合 計
(百万円)

取得価額
相 当 額

ソ フ ト
ウ ェ ア
(百万円)

合 計
(百万円)

614 687

432

百万円

同　　　左

17

取得価額
相 当 額

百万円

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末
残高等に占める未経過リース料期末残高の割合
が低いため、財務諸表等規則第8条の6第2項の規
定に基づき、「支払利子込み法」によって算定
しております。

未経過リース料期末残高相当額

191
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