
平成19年３月期　個別中間財務諸表の概要

上場取引所 (所属部)　東京証券取引所 (市場第二部)

７７０５ 本社所在都道府県 　　東京都

役　職　名　　取締役社長 氏　　名　　森　　憲　司

役　職　名　　取締役 総務部長 氏　　名　　高 橋　良 彰 TEL　(03)5323－6633

決算取締役会開催日 配当支払開始日 平成－年－月－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) (注)記載金額は、百万円未満の端数を

(１) 経 営 成 績 　　切り捨てて表示しております。

 百万円 　     ％   百万円  　      ％   百万円   　   ％

百万円       ％ 　 　円　 　銭

(注)①期中平均株式数

　  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

(２) 財 政 状 態

百万円  百万円

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)

百万円  百万円  百万円

（参考）１株当たり予想当期純利益  (通期)   　 　　153円  45銭

３．配 当 状 況

中間期末 期　末 年　間

平成18年11月９日

純 資 産

平成18年11月９日

27

18年３月期 5,592,469株

－

－

－

45.00

 　 2.期末自己株式数

18年９月中間期

858通 期 13,946 1,404

１ ７ 年 ９ 月 中 間 期 13,545
1,848

5,592,469株(注)1.期末発行済株式数

1,82618 年 ３ 月 期 15,214 10,232 67.3 

自 己 資 本 比 率

１ 8 年 ９ 月 中 間 期 15,257 10,336
1,727

・現金配当

18年９月中間期

１9年３月期 (実績)

１株当たり純資産

             ％ 　　 　　　　円　   　　銭

総 資 産

17年９月中間期

59
29

1,101 193
17年９月中間期5,592,469株 18年３月期5,592,549株

67.7 

( 31.0) 98
１ 8 年 ９ 月 中 間 期 396 (△ 27.9) 70

( 41.0)

１ 8 年 ９ 月 中 間 期

12,941 1,249 1,759
１ ７ 年 ９ 月 中 間 期

644

18 年 ３ 月 期

１8年３月期

１9年３月期 (予想)

45.00

－

　　※　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10ページを参照して下さい。

71.3 

17年９月中間期 5,592,549株

45.00

１株当たり配当金 (円)

45.00

9,661

2,531株18年９月中間期 2,451株 18年３月期 2,531株

当期純利益

問 合 せ 責 任 者

営 業 利 益

(△ 5.6)

売　上　高

6,773

上 場 会 社 名

コ ー ド 番 号

(URL http://www.gls.co.jp)
代 表 者

43

5,911

95

18 年 ３ 月 期

中 間 (当 期) 純 利 益
１ 株 当 た り
中間(当期)純利益

１ ７ 年 ９ 月 中 間 期 550

( 14.6) 545
(△ 10.7) 577

売　 上　 高

経 常 利 益

54

(△ 30.2)

( 1.2) 923

経 常 利 益

5,592,529株
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6. 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

  

 
  

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 
要約貸借対照表 

(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 1,700,396 2,082,199 2,095,486

 ２ 受取手形 ※５ 1,744,023 1,921,335 2,041,970

 ３ 売掛金 1,980,394 2,626,486 2,718,864

 ４ たな卸資産 2,045,060 2,300,804 2,191,540

 ５ その他 293,966 259,560 257,723

   貸倒引当金 △3,006 △6,821 △7,141

   流動資産合計 7,760,836 57.3 9,183,565 60.2 9,298,444 61.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※２ 1,283,001 1,285,385 1,316,140

  (2) 土地 ※２ 1,626,554 1,626,554 1,626,554

  (3) その他 519,752 584,875 542,497

   有形固定資産合計 ※１ 3,429,307 25.3 3,496,815 22.9 3,485,193 22.9

 ２ 無形固定資産 46,745 0.3 37,458 0.2 42,520 0.3

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 1,913,020 1,926,149 1,925,453

  (2) 長期貸付金 168,771 237,413 222,218

  (3) 繰延税金資産 229,032 269,593 241,505

  (4) その他 433,004 611,716 488,722

    貸倒引当金 △55,896 △124,995 △109,814

    投資評価引当金 △379,717 △379,717 △379,717

   投資その他の資産 
   合計

2,308,215 17.1 2,540,158 16.7 2,388,366 15.7

   固定資産合計 5,784,269 42.7 6,074,432 39.8 5,916,080 38.9

   資産合計 13,545,105 100 15,257,998 100 15,214,525 100
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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 
要約貸借対照表 

(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
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※５ 1,130,176 1,607,343 1,359,339

 ２ 買掛金 628,173 916,841 1,003,823

 ３ 短期借入金 ※２ 387,000 888,400 686,200

 ４ 未払法人税等 337,051 250,394 519,989

 ５ 未払消費税等 ※３ 24,434 25,912 10,168

 ６ 賞与引当金 258,061 269,797 260,106

 ７ 役員賞与引当金 ― 9,440 ―

 ８ その他 ※５ 267,441 337,888 390,210

   流動負債合計 3,032,337 22.4 4,306,017 28.2 4,229,837 27.8

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 166,240 49,840 106,240

 ２ 退職給付引当金 179,298 138,525 189,949

 ３ 役員退職金引当金 270,608 286,019 277,750

 ４ その他 ※４ 235,000 141,228 178,418

   固定負債合計 851,147 6.3 615,613 4.1 752,358 4.9

   負債合計 3,883,485 28.7 4,921,631 32.3 4,982,196 32.7

(資本の部)

Ⅰ 資本金 1,207,795 8.9 ― ― 1,207,795 8.0

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,751,219 ― 1,751,219

 ２ その他資本剰余金 68,492 ― 68,492

   資本剰余金合計 1,819,711 13.4 ― ― 1,819,711 12.0

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 162,748 ― 162,748

 ２ 任意積立金 5,976,000 ― 5,976,000

 ３ 中間(当期) 
   未処分利益

631,121 ― 1,181,879

   利益剰余金合計 6,769,870 50.0 ― ― 7,320,627 48.1

Ⅳ 土地再評価差額金 △345,464 △2.6 ― ― △345,464 △2.3

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金

212,014 1.6 ― ― 232,184 1.5

Ⅵ 自己株式 △2,307 △0.0 ― ― △2,526 △0.0

   資本合計 9,661,620 71.3 ― ― 10,232,328 67.3

  負債資本合計 13,545,105 100 ― ― 15,214,525 100
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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 
要約貸借対照表 

(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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,207,795 7.9

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,751,219

  (2) その他資本剰余金 68,492

   資本剰余金合計 1,819,711 11.9

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 162,748

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 6,806,000

    繰越利益剰余金 478,114

   利益剰余金合計 7,446,863 48.8

 ４ 自己株式 △2,526 △0.0

   株主資本合計 10,471,843 68.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

157,232 1.0

 ２ 繰延ヘッジ損益 52,754 0.4

 ３ 土地再評価差額金 △345,464 △2.3

   評価・換算差額等 
   合計

△135,477 △0.9

   純資産合計 10,336,366 67.7

   負債純資産合計 15,257,998 100
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② 中間損益計算書 

  

 
  

前中間会計期間

(平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで)

当中間会計期間

(平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで)

前事業年度
要約損益計算書

(平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで)

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 5,911,357 100 6,773,986 100 12,941,134 100

Ⅱ 売上原価 ※４ 3,710,887 62.8 4,496,144 66.4 8,409,723 65.0

   売上総利益 2,200,469 37.2 2,277,841 33.6 4,531,410 35.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※４ 1,622,947 27.4 1,732,446 25.5 3,282,114 25.4

   営業利益 577,522 9.8 545,395 8.1 1,249,296 9.6

Ⅳ 営業外収益 ※１ 365,741 6.1 121,854 1.8 564,907 4.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 19,363 0.3 22,677 0.4 54,804 0.4

   経常利益 923,900 15.6 644,572 9.5 1,759,399 13.6

Ⅵ 特別利益 59,242 1.0 20,791 0.3 146,132 1.1

Ⅶ 特別損失 ※３ 100,101 1.7 25,975 0.4 103,500 0.8

   税引前中間(当期) 
   純利益

883,041 14.9 639,387 9.4 1,802,031 13.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

340,000 226,000 737,000

   法人税等調整額 △7,455 332,544 5.6 16,611 242,611 3.5 △36,223 700,776 5.4

   中間(当期)純利益 550,496 9.3 396,776 5.9 1,101,254 8.5

   前期繰越利益 80,625 80,625

   中間(当期)未処分 
   利益

631,121 1,181,879
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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) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,207,795 1,751,219 68,492 1,819,711

中間会計期間中の変動額

  別途積立金の積立

  剰余金の配当

  役員賞与

  中間純利益

  株主資本以外の項目の中間 
  会計期間中の変動額(純額）

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― ― ― ―

平成18年９月30日残高(千円) 1,207,795 1,751,219 68,492 1,819,711

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 162,748 5,976,000 1,181,879 7,320,627 △2,526 10,345,608

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 830,000 △830,000 ― ―

 剰余金の配当 △251,661 △251,661 △251,661

 役員賞与 △18,880 △18,880 △18,880

 中間純利益 396,776 396,776 396,776

  株主資本以外の項目の中間 
  会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

     ― 830,000 △703,764 126,235 ― 126,235

平成18年９月30日残高(千円) 162,748 6,806,000 478,114 7,446,863 △2,526 10,471,843

評価・換算差額等

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３月31日残高(千円) 232,184 ― △345,464 △113,279 10,232,328

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 ―

 剰余金の配当 △251,661

 役員賞与 △18,880

 中間純利益 396,776

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△74,952 52,754 ― △22,197 △22,197

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△74,952 52,754 ― △22,197 104,037

平成18年９月30日残高(千円) 157,232 52,754 △345,464 △135,477 10,336,366
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間会計期間
(平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで)

当中間会計期間
(平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで)

前事業年度
(平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで)

１ 資産の評価基準及び評価方法
   (1) 有価証券

    ①   ―――――

  ② 子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

  ③ 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

原価は総平均法により算

定)

時価のないもの

総平均法による原価法

なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券と

みなされるもの）について

は、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可

能な 近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取

り込む方法によっておりま

す。

１ 資産の評価基準及び評価方法
  (1) 有価証券
   ① 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

  ② 子会社株式及び関連会社株式

同左

  ③ 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

却原価は総平均法により

算定)

時価のないもの

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券

  ① 満期保有目的の債券

同左

   ② 子会社株式及び関連会社株式

同左

  ③ その他有価証券

時価のあるもの

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、総平均法により

算定)

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

商品、原材料及び貯蔵品

移動平均法に基づく原価法

製品及び仕掛品

個別法又は総平均法に基づ

く原価法

 (3) たな卸資産

商品、原材料及び貯蔵品

同左

製品及び仕掛品

同左

 (3) たな卸資産

商品、原材料及び貯蔵品

同左

製品及び仕掛品

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(附属設備を除

く)については、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       ５～50年
その他      ２～40年

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

定額法によっており、ソフト

ウェアのうち自社利用分につい

ては、社内における利用可能期

間(５年)、販売目的分について

は、見込有効期間(３年)に基づ

いております。

 (2) 無形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

同左
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前中間会計期間
(平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで)

当中間会計期間
(平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで)

前事業年度
(平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで)

３ 引当金の計上基準

 (1) 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

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 投資評価引当金

子会社株式の実質価額の著し

い低下に対応するため、当該子

会社の資産内容等を勘案して評

価減相当額を計上しておりま

す。

 (2) 投資評価引当金

同左

 (2) 投資評価引当金

同左

 (3) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当中間

会計期間の負担分を計上してお

ります。

 (3) 賞与引当金

同左

 (3) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当期の

負担分を計上しております。

 (4)    ―――――  (4) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年度

における支給見込額に基づき、

当中間会計期間に見合う分を計

上しております。

(会計方針の変更)

当中間会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」(企業会

計基準委員会 平成17年11月29

日企業会計基準第４号)を適用

しております。

この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税

引前中間純利益が、9,440千円

減少しております。

 (4)    ―――――

 (5) 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

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間期末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。

なお、数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(３年)による按分

額をそれぞれ発生の翌期より費

用処理しております。

 (5) 退職給付引当金

同左

 (5) 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

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当期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、数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(３年)による按分

額をそれぞれ発生の翌期より費

用処理しております。

 (6) 役員退職金引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職金規程に基

づく中間期末要支給額を計上し

ております。

 (6) 役員退職金引当金

役員(執行役員を含む)の退職

慰労金の支給に備えるため、役

員退職金規程に基づく中間期末

要支給額を計上しております。

 (6) 役員退職金引当金

役員(執行役員を含む)の退職

慰労金の支給に備えるため、役

員退職金規程に基づく期末要支

給額を計上しております。
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前中間会計期間
(平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで)

当中間会計期間
(平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで)

前事業年度
(平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで)

４ 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。

５ ヘッジ会計の方法

 (1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の

方法

繰延ヘッジ処理によっており

ます。

なお、為替予約等が付されて

いる外貨建金銭債権債務等につ

いては、振当処理を行っており

ます。

また、ヘッジ会計の要件を満

たす金利スワップについては、

特例処理を採用しております。

４ リース取引の処理方法

同左 

 

 

 

 

 

５ ヘッジ会計の方法

 (1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の

方法

繰延ヘッジ処理によっており

ます。

４ リース取引の処理方法

同左 

 

 

 

 

 

５ ヘッジ会計の方法

 (1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の

方法

繰延ヘッジ処理によっており

ます。

なお、ヘッジ会計の要件を満

たす金利スワップについては、

特例処理を採用しております。

 (2) ヘッジ対象とヘッジ手段

外貨建取引及び変動金利の借

入金をヘッジ対象とし、各々為

替予約及び金利スワップをヘッ

ジ手段としております。

 (2) ヘッジ対象とヘッジ手段

外貨建取引をヘッジ対象と

し、為替予約をヘッジ手段とし

ております。

 (2) ヘッジ対象とヘッジ手段

外貨建取引及び変動金利の借

入金をヘッジ対象とし、各々為

替予約及び金利スワップをヘッ

ジ手段としております。

 (3) ヘッジ方針

ヘッジ取引は実需に基づいた

リスクのみを対象とし、投機的

な手段としては行っておりませ

ん。

 (3) ヘッジ方針 

    同左

 (3) ヘッジ方針 

    同左

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

６ その他中間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

６ その他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
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

 
  

前中間会計期間
(平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで)

当中間会計期間
(平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで)

前事業年度
(平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで)

（固定資産の減損に係る会計基準）

当中間会計期間から「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」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）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）

当事業年度から「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

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号）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。

――――― 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。

従来の「資本の部」の合計額に相

当する金額は10,283,611千円であり

ます。

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間財務諸表は、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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表示方法の変更 

 
  

前中間会計期間
(平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで)

当中間会計期間
(平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで)

(中間貸借対照表)

「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法

律第97号)が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となること及び「金融商品会計に関する

実務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年２月

15日付で改正されたことに伴い、当中間会計期間から投

資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(証

券取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも

の)を「投資有価証券」として表示する方法に変更しま

した。

なお、当中間会計期間の「投資有価証券」に含まれる

当該出資の額は、40,054千円であり、前中間会計期間に

おける投資その他の資産の「その他」に含まれている当

該出資の額は、61,657千円であります。

―――――
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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

2,494,823千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

2,717,060千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

2,603,846千円

※２ 資産につき設定している担保

権の明細

担保資産

※２ 資産につき設定している担保

権の明細

担保資産

※２ 資産につき設定している担保

権の明細

担保資産

 

建物 509,535千円

土地 1,078,118

投資有価証券 206,287

計 1,793,941千円
 

建物 487,509千円

土地 1,078,118

投資有価証券 216,557

計 1,782,185千円

建物 498,379千円

土地 1,078,118

投資有価証券 258,130

関係会社株式 12,137

計 1,846,765千円

担保資産に対応する債務

短期借入金 265,800千円

長期借入金 125,350

受取手形

割引高
23,489

計 414,639千円

 

担保資産に対応する債務

短期借入金 720,370千円

長期借入金 41,840

計 762,210千円

 

担保資産に対応する債務

短期借入金 476,000千円

１年内返済予
73,800

定長期借入金

長期借入金 88,450

計 638,250千円

※３ 消費税等の表示方法

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ「未払消費税

等」として記載しております。

※３ 消費税等の表示方法

同左

※３    ―――――

※４ 繰延ヘッジ損益

   ヘッジ手段に係る損益又は評

価差額は、純額で繰延ヘッジ利

益として計上しております。な

お、相殺前の繰延ヘッジ損失及

び繰延ヘッジ利益の総額は次の

とおりであります。

  (固定負債「その他」)

繰延ヘッジ利益 26,068千円

繰延ヘッジ損失 6,090

差引 19,977千円

※４    ――――― ※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、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に含ま

れております。

受取手形 160,234千円

支払手形 356,805

設備支払手形 24,770

(流動負債「その他」に含む)

※５    ――――― 

 

○受取手形割引高   33,108千円 ――――― ―――――
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(中間損益計算書関係) 

  

 
  

(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） 

１ 自己株式に関する事項 

   
   

   

    

   

    

  

前中間会計期間
(平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで)

当中間会計期間
(平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで)

前事業年度
(平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで)

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 2,807千円

受取配当金 82,114

為替予約評

価益
184,724

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 3,544千円

受取配当金 59,880

為替予約評

価益
28,373

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 5,655千円

受取配当金 84,444

為替予約評

価益
286,047

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 3,839千円

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 4,754千円

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 7,575千円

※３    ――――― ※３    ―――――

    

※３ 特別損失のうち重要なもの

投資評価引

当金繰入額
98,539千円

※４ 減価償却実施額

有形固定資産 104,915千円

無形固定資産 6,919

※４ 減価償却実施額

有形固定資産 123,762千円

無形固定資産 6,632

※４ 減価償却実施額

有形固定資産 238,561千円

無形固定資産 13,644

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 2,531 － － 2,531
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(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで)

当中間会計期間
(平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで)

前事業年度
(平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで)

 

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
工具器具及び備品 

(有形固定資産「その

他」に含む）

取得価額 
相当額

82,483千円

減価償却 
累計額相当額

34,803

中間期末 
残高相当額

47,680千円

 
 

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
工具器具及び備品 

(有形固定資産「その

他」に含む）

取得価額
相当額

63,049千円

減価償却
累計額相当額

30,457

中間期末
残高相当額

32,592千円

 
 

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

期末残高相当額
工具器具及び備品 

(有形固定資産「その

他」に含む）

取得価額
相当額

82,483千円

減価償却
累計額相当額

43,642

期末残高
相当額

38,840千円

なお、取得価額相当額の算

定は、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

っております。

なお、取得価額相当額の算

定は、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

っております。

なお、取得価額相当額の算

定は、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、

支払利子込み法によっており

ます。

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 15,088千円

１年超 32,592

計 47,680千円

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 11,201千円

１年超 21,390

計 32,592千円

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 11,849千円

１年超 26,991

計 38,840千円

なお、未経過リース料中間

期末残高相当額の算定は、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おり

ます。

なお、未経過リース料中間

期末残高相当額の算定は、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おり

ます。

なお、未経過リース料期末

残高相当額の算定は、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、支払利子込み

法によっております。

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 7,544千円

減価償却費 
相当額

7,544

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 6,248千円

減価償却費
相当額

6,248

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 15,088千円

減価償却費 
相当額

15,088

 (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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(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
  

(１株当たり情報) 

  

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

区分

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)

中間貸借
対照表
計上額

(千円)

時価
(千円)

差額 
(千円)

中間貸借
対照表 
計上額 
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

貸借対照 
表計上額 
(千円)

時価 
(千円)

差額
(千円)

子会社 
株式

617,076 3,101,240 2,484,163 617,076 3,177,500 2,560,423 617,076 3,162,248 2,545,171

前中間会計期間
(平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで)

当中間会計期間
(平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで)

前事業年度
(平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで)

１株当たり純資産額 1,727円59銭 １株当たり純資産額 1,848円27銭 １株当たり純資産額 1,826円29銭

１株当たり中間純利益 98円43銭 １株当たり中間純利益 70円95銭 １株当たり当期純利益 193円54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。 

  

  

１株当たり中間純利益の算定上の基

礎 

 中間損益計算書上の中間純利益 

          550,496千円 

 普通株式に係る中間純利益 

          550,496千円 

 普通株主に帰属しない金額の主要 

 な内訳 

  該当事項はありません。 

 普通株式の期中平均株式数 

          5,592,549株 

 

 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。

１株当たり中間純利益の算定上の基

礎

 中間損益計算書上の中間純利益

           396,776千円

 普通株式に係る中間純利益

          396,776千円

 普通株主に帰属しない金額の主要

 な内訳

  該当事項はありません。

 普通株式の期中平均株式数

          5,592,469株

 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。 

  

  

１株当たり当期純利益の算定上の基

礎 

 損益計算書上の当期純利益 

          1,101,254千円 

 普通株式に係る当期純利益 

          1,082,374千円 

 普通株主に帰属しない金額の主要 

 な内訳 

  利益処分による役員賞与金 

           18,880千円 

 普通株式の期中平均株式数 

           5,592,529株 
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７．品目別売上高明細表 （千円未満切捨表示）

前中間会計期間   当中間会計期間   前 事 業 年 度
平成17年４月１日から 平成18年４月１日から 平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで 平成18年９月30日まで 平成18年３月31日まで

　区　　　分 金　 　額 構成比 金　 　額 構成比 金　 　額 構成比

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

ガスクロマトグラフ 1,945,675 32.9 1,981,553 29.3 3,871,770 29.9 

(43,664) (2.2) (51,482) (2.6) (98,995) (2.6)

製

液体クロマトグラフ 1,749,523 29.6 1,532,009 22.6 3,650,988 28.2 

(188,502) (10.8) (218,024) (14.2) (433,160) (11.9)

そ の 他 518,970 8.8 638,903 9.4 1,193,880 9.3 

品 (6,742) (1.3) (22,996) (3.6) (13,809) (1.2)

小 計 4,214,169 71.3 4,152,466 61.3 8,716,639 67.4 

(238,909) (5.7) (292,503) (7.0) (545,966) (6.3)

ガスクロマトグラフ 557,521 9.4 616,986 9.1 1,197,411 9.3 

(2,818) (0.5) (4,353) (0.7) (5,251) (0.4)

商

液体クロマトグラフ 589,884 10.0 928,646 13.7 1,287,611 9.9 

(35,423) (6.0) (35,220) (3.8) (71,504) (5.6)

そ の 他 549,781 9.3 1,075,886 15.9 1,739,471 13.4 

(2,851) (0.5) (3,681) (0.3) (9,088) (0.5)

品

小 計 1,697,187 28.7 2,621,519 38.7 4,224,494 32.6 

(41,093) (2.4) (43,255) (1.7) (85,844) (2.0)

合 計 5,911,357 100   6,773,986 100   12,941,134 100   

(280,002) (4.7) (335,758) (5.0) (631,811) (4.9)

（注）金額は消費税等を含んでおりません。

　　（　）内の数字（内書）は、輸出金額及び輸出割合であります。

　期　　　　別
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８．主要製品・商品の期中受注高及び受注残高 （千円未満切捨表示）

期　　　　別   前中間会計期間  当中間会計期間   前 事 業 年 度

（平成17年９月30日現在) （平成18年９月30日現在) （平成18年３月31日現在)

受 注 高 受 注 残 高 受 注 高 受 注 残 高 受 注 高 受 注 残 高

　区　　　分 金　 額 金 　額 構成比 金　 額 金 　額 構成比 金　 額 金 　額 構成比

千円 千円 ％ 千円 千円 ％ 千円 千円 ％ 

ガスクロマトグラフ 1,911,947 238,065 25.9 1,872,310 260,328 29.4 3,969,548 369,570 36.6

製

液体クロマトグラフ 1,739,647 114,186 12.4 1,489,785 77,056 8.7 3,646,206 119,281 11.8

そ の 他 588,154 162,770 17.7 650,055 162,228 18.3 1,251,368 151,075 15.0

品

小 計 4,239,749 515,022 56.0 4,012,152 499,613 56.4 8,867,124 639,927 63.4

ガスクロマトグラフ 561,632 47,044 5.1 616,828 49,475 5.6 1,204,111 49,634 4.9

商

液体クロマトグラフ 573,707 62,087 6.8 853,414 36,912 4.2 1,321,491 112,144 11.1

そ の 他 713,793 295,035 32.1 1,166,565 298,873 33.8 1,816,641 208,194 20.6

品

小 計 1,849,133 404,167 44.0 2,636,808 385,261 43.6 4,342,244 369,973 36.6

合 計 6,088,882 919,190 100  6,648,960 884,874 100  13,209,369 1,009,900 100  

（注）金額は消費税等を含んでおりません。
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