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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 68,608 △2.3 6,730 △2.4 6,994 △2.0
17年９月中間期 70,193 － 6,898 － 7,139 －

18年３月期 138,357 13,283 13,671

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 3,919 △14.4 65 25 64 89
17年９月中間期 4,578 － 77 64 75 98

18年３月期 8,064 135 91 133 73
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 54 百万円 17年９月中間期 64 百万円 18年３月期 134 百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年９月中間期 60,073,933株 17年９月中間期 58,969,316株 18年３月期 59,340,472株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、営業利益、経常利益、中間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。

なお、決算期変更により、17年3月期は3ヶ月決算となったため、前中間期の売上高、営業利益、経常利益、中間純利益の対前期増減率は

記載しておりません。

(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 123,597 79,116 63.5 1,303 60
17年９月中間期 122,183 71,817 58.8 1,207 27

18年３月期 122,894 75,428 61.4 1,260 64

（注）期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期 60,217,706 株 17年９月中間期 59,487,692 株 18年３月期 59,833,540 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 4,235 △6,494 △1,769 21,305
17年９月中間期 6,486 16 △1,578 24,976

18年３月期 15,961 △5,088 △5,614 25,352

(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 19 社 持分法適用非連結子会社数 0 社 持分法適用関連会社数 3 社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 1 社　 （除外） 7 社 持分法（新規） 0 社　 （除外） 1 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 140,000 15,600 8,800

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　146 円 14 銭

（注）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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における

仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予測の前提となる仮

定及び業績予測のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

当社グループは、純粋持株会社であるみらかホールディングス株式会社（以下、「当社」という）と富士レビオ

株式会社、株式会社エスアールエル及びそれぞれの関連子会社より構成されており、臨床検査薬の製造・販売、臨

床検査の受託とその他のヘルスケア関連の事業を行っております。

　当社グループの事業内容及び各会社の当該事業に係わる位置付けは、次のとおりであります。

 

（臨床検査薬事業）

富士レビオ株式会社は、臨床検査薬の製造・販売を行っており、国内及び海外の代理店を通じて、医療機関及び

受託臨床検査会社等へ販売しております。株式会社テイエフビーは、フジレビオ ダイアグノスティックス社（米

国）等から輸入した商品の他、富士レビオ株式会社で製造した製品及び他社商品を国内の代理店を通じて、医療機

関等へ販売しております。レビオ・ジェン株式会社は、主として米国のジェンプローブ社よりライセンス導入した

核酸臨床検査薬を取扱っており、その輸入及び販売業務を富士レビオ株式会社に委託しております。

海外では、台富製薬股份有限公司（台湾）は、自社で製造した製品ならびに富士レビオ株式会社より輸入する製

品を現地の医療機関等へ販売するとともに、臨床検査薬原料の一部を加工し、富士レビオ株式会社に輸出供給して

おります。フジレビオ ダイアグノスティックス社は、一部の臨床検査薬を富士レビオ株式会社から輸入し、また

自社で製造した放射性同位元素を用いた製品及び癌関連臨床検査薬の抗原・抗体等を全世界の臨床検査薬会社等に

販売しております。フジレビオ アメリカ社（米国）は、フジレビオ ダイアグノスティックス社の全株式を保有す

る持株会社であります。

 　　　また、フジレビオ ダイアグノスティックス社は、本年５月３１日付をもって、キャナグダイアグノスティッ

　　 クス社（スウェーデン）の全株式を取得し同社を100％子会社といたしました。なお、同社は９月１２日付をもって

　　 フジレビオ ダイアグノスティックス社（スウェーデン）に社名変更いたしました。

 

（受託臨床検査事業）

株式会社エスアールエルは、大規模病院を中心とした医療機関から特殊検査を受託するとともに、地域の中小規

模の病院及び診療所から一般検査と特殊検査を受託しております。また、一部臨床検査薬の製造・販売を行ってお

ります。株式会社シオノギバイオメディカルラボラトリーズは、主に地域の中小規模の病院及び診療所から一般検

査と特殊検査を受託し、特殊検査については株式会社エスアールエルへ委託しております。

　この他株式会社エスアールエルの関連子会社は、医療機関内の臨床検査室の運営受託、検体輸送業務、検査施設

の庶務等の業務、検査システムの保守・管理及び開発業務、検査機器システムの保守・管理及び開発業務等のサー

ビスを行っております。

 

（その他の事業）

滅菌事業は、主に大規模病院内の医療用具・器材・手術用の器具等を回収し、洗浄・消毒・滅菌を行い各診療部

門へ供給するサービスであり、治験事業は医薬品開発（治験）における治験検査の受託及び支援であります。また、

健診機関業務の請負や健康管理の栄養指導等のコンサルティング、診療所の開設・運営の支援、介護用品のレンタ

ル等の事業も行っております。

 

以上のように当社グループは、臨床検査という事業領域を中核としながら、各社がそれぞれ有機的かつ補完的な

関係性にあり、事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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事業系統図
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㈱エスアールエルテクノシステム 

㈱プレアード 

㈱ヘルスサービス長野 

㈱シオノギバイオメディカルラボラトリーズ ㈱エスアールエル・ラボ・クリエイト 

㈱フォーネット 

㈱エスエスシー 

受託臨床検査事業 

㈱エスアールエル 

富士レビオ㈱ 

台富製薬股有限公司 

㈱テイエフビー レビオ・ジェン㈱ 

フジレビオ アメリカ社 
フジレビオ ダイアグノスティックス社 
（米国） 

臨床検査薬事業 

その他  非連結子会社で持分法非適用会社     １社 

持分法非適用関連会社          ２社 

（滅菌事業） 

日本ステリ㈱ 九州ステリ㈱ 

ケアレックス㈱ 

その他の事業 

（治験事業） 

㈱エスアールエル・メディサーチ 

（その他） 

㈱ヒューマンヘルスプロモーション ウエルクリニックス㈱ 

㈱日本臨床薬理研究所 

顧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

客 

連結子会社 持分法適用会社 

（サービス） 

(検査サービス) 

（商品・製品） 

（商品・製品） 

フジレビオ ダイアグノスティックス社 
（スウェーデン） 

（注）１．フジレビオ ダイアグノスティックス社（スウェーデン）は、買収により連結子会社となりました。

２．㈱エスアールエルは、一部、臨床検査薬事業を行っております。

３．㈱エスアールエルへの吸収合併により７社（㈱ティーエスエル、㈱エスアールエル北海道、㈱南信臨床検査研究所、㈱エスアールエ

ル静岡、㈱生命情報分析センター、㈱エスアールエル西日本、㈱エスアールエル北陸）が、連結除外となりました。

４．その他持分法適用会社（㈱メディヴァンス）は、株式の売却により持分法適用除外となりました。
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２．経営方針

(1)経営の基本方針

当社グループは「製品とサービスにおける新しい価値の創造を通じて、健康で豊かな社会作りと世界の医療に貢

献します。」という経営理念のもと、次のような経営方針をもって事業活動を行っております。

＜経営方針＞

・ 顧客ニーズに応えることを最優先とし、高品質な商品、情報、サービスを提供します。

・ 環境保全に万全を尽くし、地域社会と良好な関係維持に努めます。

・ 社員一人ひとりの個性を伸ばし、公平な機会と公正な評価による働きがいのある明るい職場づくりを目指し

　 ます。

・ 誠実で健全な経営を行い、ステークホルダーの信頼に応えます。 

 

(2)利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要施策の一つとして位置付けており、連結配当性向を重視しつつ、中

長期的な業績及び財務状況の見通しをも総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本としてお

ります。

　当期の中間配当金につきましては、売上高において期初計画を若干下回りましたが、経常利益ではほぼ計画を達

成することができましたので、１株につき16円の普通配当とさせていただき、年間の１株当たり配当金は32円を予

定しております。

内部留保金は、中長期的な成長につながる事業投資として、主に研究開発及び事業基盤強化・拡充のための資金

に充当してまいります。

 

(3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

 　　　当社は、投資家の拡大及び株式の流動性の向上を経営の重要課題の一つとして認識しており、１単元の株式数

　　 を100株としております。

 

(4)中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

当社グループは、収益力の向上と業容の更なる拡大の両立を図ることを基本方針とし、今後のグローバル展開を

見据えた事業基盤の整備を含め、様々な経営課題に対処していく所存であります。

販売・サービス面におきましては、お客様感激度の向上をすべての原点とし、実効性ある各種販売政策の推進と

組織体制の強化を併行して実施し、強固な営業基盤の確立を目指します。

研究開発面におきましては、既存領域への研究開発投資と将来を見据えた戦略的な先行投資のバランスに留意し

つつ、お客様ニーズを的確に捉え、かつ差別化を訴求できる商品開発に注力することを基本的課題とし、積極的に

取り組んでまいります。

生産面におきましては、生産性改善に資する諸施策を継続して推進し、コスト競争力をより高めてまいります。

さらに、今後も予想される厳しい業界動向にも柔軟かつ果敢に対応するべく、企業提携の強化やＭ＆Ａも引き続

き極めて重要な経営戦略であると位置付けております。

　これらの経営政策をスピード感をもって着実に進め、企業価値の増大に会社総力を結集して取り組んでいく所存

であります。

 

(5)環境・品質に関する施策

当社グループは、環境保全・改善に万全をつくし、自然及び地域社会との共生に努めるとともに、お客様に選ば

れ愛される企業グループであり続けるために、国際規格ＩＳＯ14001認証のもと、各種の環境活動に取り組んでお

ります。

 　　　一方、商品品質では、富士レビオ株式会社において、国際規格ＩＳＯ9001、ＩＳＯ13485、ＣＥマーキングの認

　　 証のもと、品質マネジメントシステムの維持向上を目指しております。

       また、株式会社エスアールエルにおいては、米国臨床病理協会（ＣＡＰ）、財団法人日本適合性認定協会（ＪＡ

 　　Ｂ）の臨床検査室認定制度（ＩＳＯ15189）の認証のもと、お客様にご安心いただけるサービスを提供できるよ

     う、品質の向上を追求し続けております。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

(1)当中間連結会計期間の概況

当中間連結会計期間における臨床検査業界は、増加する医療費の抑制のための医療制度改革が引き続き進められ、

顧客からの価格引下げ要請の高まりと同業他社との競合激化と相俟って、事業環境は一段と厳しさを増しておりま

す。

このような環境のなか、当社グループといたしましては目標を「グローバルなライフサイエンス企業」の実現と

し、経営諸施策を着実に進めてまいりました。

　最高品質の追求、お客様の視点による研究開発の推進と商品構成の拡充、グローバル展開に向けた事業構想への

着手、販売・サービス・検査体制の強化と再構築ならびに全社的なコスト削減などの施策を推進し，業容の拡大及

び経営効率の向上に努めてまいりました。

当中間連結会計期間の売上高は、臨床検査薬事業ならびにその他事業におきましては、概ね堅調に推移いたしま

したが、受託臨床検査事業におきましては、やや低調な結果に終わりました。

経費面におきましては、本年４月１日付をもって実施した受託臨床検査８社の合併及び合理化施策等の推進によ

り、収益性の向上を図ることができました。

これらの結果といたしまして、売上高は68,608百万円（前年同期比2.3％減）となり、営業利益6,730百万円（同

2.4％減）、経常利益6,994百万円（同2.0％減）、中間純利益3,919百万円（同14.4％減）となりました。

 

(2)事業の種類別セグメントの概況 

■臨床検査薬事業

CL-EIA系製品群は、システム機器である「ルミパルス Forte（フォルテ）」の市場への設置により、専用試薬で

ある感染症、ガン及びホルモン関連の検査用試薬を中心に販売が堅調に推移いたしましたが、「ルミパルス Presto

（プレスト）」及び「ルミパルス S（エス）」の市場展開が遅延したため、当初計画の達成には至りませんでした。

一方、プール熱の流行によるアデノウィルス検査用試薬や、海外にて展開している抗体供給ビジネスが好調に推移

し、期中に株式取得したキャナグダイアグノスティックス社（現 フジレビオ ダイアグノスティックス社（スウェー

デン））の売上高も寄与し、業績は概ね堅調に推移いたしました。

　この結果、売上高は14,256百万円、営業利益は2,967百万円となりました。

なお、今後に向けた生産能力の増強及びグローバル展開を視野に入れて建設中であった宇部工場の新生産棟の増

強は完了し、本年７月より本稼動いたしました。

 

■受託臨床検査事業

営業拡販施策の推進による業務量の増加を図ったものの、全般的な検査受託価格の引下げ影響を補うレベルには

至らず、売上高はやや低調に推移いたしました。

一方、利益面では本年４月１日付をもって受託臨床検査８社（株式会社エスアールエル、株式会社ティーエスエ

ル、株式会社エスアールエル北海道、株式会社南信臨床検査研究所、株式会社エスアールエル静岡、株式会社生命

情報分析センター、株式会社エスアールエル西日本、株式会社エスアールエル北陸）を合併し、コスト削減施策を

推進した結果、売上高44,872百万円、営業利益2,665百万円となりました。

また、昨年末に竣工しましたＭＵＱＳラボ（高機能ラボ）への検査業務の集約化につきましては、業務の標準化

も進み、更なる効率化、迅速化を目指し整備を継続しております。

 

■その他の事業

滅菌事業につきましては、引き続き受託病院の新規獲得及び業務効率の向上に努めた結果、売上高は4,385百万

円となりました。

治験事業については、新たな業務受注の伸びが見られたものの、受託先での臨床開発中の薬剤の審査遅延により、

売上高は2,059百万円となりました。

これらの結果、その他の事業での売上高は9,479百万円、営業利益は1,073百万円となりました。

 

　なお、当中間連結会計期間において、事業区分の変更を行っております。詳細につきましては、セグメント情報

に記載しております。
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２．財政状態

(1)キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ4,046百万円

減少し、21,305百万円となりました。

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）

当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、4,235百万円（前年同期比34.7％減）となりま

した。この主な要因は、税金等調整前中間純利益6,724百万円、非資金支出項目である減価償却費が4,093百万円

であった一方、売上債権、たな卸資産がそれぞれ1,710百万円、790百万円増加し、法人税等の支払いが3,036百

万円あったためであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において投資活動により使用した資金は、6,494百万円（前年同期は16百万円の獲得）と

なりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出3,772百万円、無形固定資産の取得による支出2,179

百万円及び子会社株式取得による支出905百万円ががあったためであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において財務活動により使用した資金は、1,769百万円（前年同期比12.1％増）となりま

した。この主な要因は、長期借入金の返済による支出730百万円、配当金の支払いが1,067百万円あったためであ

ります。

 

(2)キャッシュ・フロー指標のトレンド 

  
平成16年

12月期 

平成17年

 ３月期 

平成18年

３月期

平成18年

９月中間期

自己資本比率  (％) 37.7  40.2 61.4 63.5

時価ベースの自己資本比率  (％) 51.2 63.6 117.1 142.8

債務償還年数  (年) 2.0 2.5 0.7  1.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ  (倍) 155.7 48.1 116.6 76.0

（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

インタレスト・カバレッジ・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、中間期末株価終値×自己株式控除後中間期末発行株式総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、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っているすべての負債を対象と

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 

(1)連結業績見通し 

当社グループ全体における通期の業績につきましては、売上高1,400億円、営業利益155億円、経常利益156億円、

当期純利益88億円を見込んでおります。

なお、通期配当金につきましては、１株につき32円を予定しております。

 

(2)上記見通しに関する注意事項

業績の見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づいて判断した見通しであるため、実際の業績はこ

れと異なることがあります。
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４.事業等のリスク

当社グループの経営成績及び財務状況などに影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のものがあります。

なお、文中の将来における事項は、当中間連結会計期間末現在において判断したものです。

 

(1)研究開発に関するリスク 

当社グループは、効率的かつ迅速な新製品及び新技術の研究開発に注力しておりますが、研究開発の途上におい

て有効性・安全性等の薬事承認に必要とされる基準に満たない事由によって研究開発を断念せざるを得ない場合が

あり、それまでにかかったコストを回収できない可能性や、研究開発方針の見直しを余儀なくされる可能性があり

ます。

 

(2)知的財産権に関するリスク

当社グループの製品は、物質・製法など複数の特許によって、一定期間保護されております。当社グループでは、

特許権を含む知的財産権を厳しく管理し、他者からの侵害に対しても常に注意を払っておりますが、保有する知的

財産権が第三者から侵害を受けた場合には、期待される収益が失われる可能性があります。また、当社グループの

製品が他社の知的財産権を侵害した場合には、損害賠償を請求される可能性があります。

 

(3)市場環境の変化によるリスク

医療制度の大きな改革が継続的に進められるなか、当社グループの事業環境は、市場における他社との競合など

も加わり、一段と厳しさを増しております。これらの市場環境の変化が市場価格に影響を及ぼし、当社グループへ

の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

 

(4)法的規制等に関するリスク 

当社グループには、国内では薬事法ならびに関連する法律等の、また、海外ではＦＤＡ等による法的規制があり

ます。将来において、法律の改正や規制強化等が行われる場合には、当社グループの事業活動への制限や事業運営

に係るコスト増加につながる可能性があります。

 

(5)精度管理に関するリスク  

当社グループにおける精度管理は、検査結果の正確性を維持するために最も重要な事項であります。当社グルー

プの主要な受託臨床検査事業会社は、定期的に日本医師会他、各種公的機関等のサーベイに参加し、精度管理の徹

底に努めております。また、財団法人医療関連サービス振興会主催のサービスマーク認定及びＩＳＯ15189の認証

等を取得するなど社内体制の構築にも注力しております。

しかしながら、不測の事態により適正な検査ができない場合は検査精度が低下し、信頼性が損なわれることによ

り、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6)情報の取扱に関するリスク

当社グループは大量の患者個人情報やその検査データを保有しておりますが、そのセキュリティの確保と平成17

年４月に施行された個人情報保護法の遵守体制構築は経営の重要課題の一つであります。その一環として、㈱エス

アールエルでは、プライバシーマーク認証を平成17年２月に取得いたしました。また、情報システムのセキュリ

ティ対策としてＩＳＭＳ及びＢＳ7799の認証を取得しております。

しかしながら、犯罪行為等により個人情報の流出が発生した場合、信用が失墜することにより、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7)災害、事故等に起因する事業活動の停止、制約等による影響 

当社グループの各事業所或いは顧客である医療機関等が大規模な台風、地震等の自然災害に見舞われ、操業に支

障が発生した場合には、業績に影響を与える可能性があります。また、労働災害、設備事故等が発生した場合には、

事業活動の制約、停止等により業績に与える可能性があります。
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４．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）

対前年度
比

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
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   24,889   21,265   25,261  △3,996

２．受取手形及び売掛金 ※７  28,094   27,813   25,906  1,907

３．有価証券   90   40   90  △50

４．たな卸資産   7,939   9,166   8,208  957

５．繰延税金資産   2,249   2,255   2,222  32

６．その他   1,566   2,039   1,895  143

貸倒引当金   △143   △182   △187  4

流動資産合計   64,686 52.9  62,397 50.5  63,397 51.6 △1,000

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産
※１
※２

          

(1）建物及び構築物  13,385   14,221   13,693    

(2）機械装置及び運搬
具

 1,714   1,757   1,689    

(3）工具器具及び備品  8,387   8,563   8,599    

(4）土地  7,705   7,668   7,692    

(5）建設仮勘定  1,001 32,195 (26.4) 1,709 33,920 (27.4) 1,960 33,635 (27.4) 284

２．無形固定資産            

(1）ソフトウェア  7,547   6,934   7,659    

(2）のれん ※３ －   3,217   －    

(3）連結調整勘定  －   －   3,435    

(4）その他 ※４ 5,294 12,841 (10.5) 4,245 14,397 (11.7) 1,530 12,625 (10.3) 1,772

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券  5,109   5,083   5,504    

(2）繰延税金資産  3,039   3,390   3,305    

(3）その他  4,492   4,575   4,612    

貸倒引当金  △181 12,459 (10.2) △168 12,881 (10.4) △187 13,235 (10.7) △353

固定資産合計   57,497 47.1  61,199 49.5  59,496 48.4 1,703

資産合計   122,183 100.0  123,597 100.0  122,894 100.0 703
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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）

対前年度
比

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
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形及び買掛金 ※７  9,028   8,585   8,716  △131

２．１年内償還予定の転
換社債

  －   52   403  △351

３．短期借入金 ※２  6,988   6,142   6,142  0

４．未払法人税等   3,155   2,669   3,007  △337

５．賞与引当金   3,321   3,377   3,329  48

６．その他   9,169   9,661   10,404  △742

流動負債合計   31,663 25.9  30,489 24.7  32,003 26.0 △1,513

Ⅱ　固定負債            

１．転換社債   590   －   －  －

２．長期借入金 ※２  7,411   3,929   4,660  △731

３．退職給付引当金   8,975   9,178   9,175  2

４．役員退職慰労引当金   294   84   236  △152

５．その他   789   799   780  18

固定負債合計   18,060 14.8  13,991 11.3  14,854 12.1 △863

負債合計   49,723 40.7  44,481 36.0  46,857 38.1 △2,376

            

（少数株主持分）            

少数株主持分   641 0.5  － －  607 0.5 △607

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   7,121 5.8  － －  7,300 6.0 △7,300

Ⅱ　資本剰余金   22,844 18.7  － －  23,022 18.7 △23,022

Ⅲ　利益剰余金   42,056 34.4  － －  44,947 36.6 △44,947

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  700 0.6  － －  903 0.7 △903

Ⅴ　為替換算調整勘定   △137 △0.1  － －  37 0.0 △37

Ⅵ　自己株式   △767 △0.6  － －  △783 △0.6 783

資本合計   71,817 58.8  － －  75,428 61.4 △75,428

負債、少数株主持分及
び資本合計

  122,183 100.0  － －  122,894 100.0 △122,894
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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）

対前年度
比

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
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  7,501 6.1  － － 7,501

２．資本剰余金   － －  23,224 18.8  － － 23,224

３．利益剰余金   － －  47,781 38.6  － － 47,781

４．自己株式   － －  △795 △0.6  － － △795

株主資本合計   － －  77,711 62.9  － － 77,711

Ⅱ　評価・換算差額等            

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  739 0.6  － － 739

２．繰延ヘッジ損益   － －  2 0.0  － － 2

３．為替換算調整勘定   － －  45 0.0  － － 45

評価・換算差額等合計   － －  788 0.6  － － 788

Ⅲ　新株予約権   － －  13 0.0  － － 13

Ⅳ　少数株主持分   － －  603 0.5  － － 603

純資産合計   － －  79,116 64.0  － － 79,116

負債純資産合計   － －  123,597 100.0  － － 123,597
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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）

対前中間
期比

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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   70,193 100.0  68,608 100.0 △1,585  138,357 100.0

Ⅱ　売上原価   42,730 60.9  43,228 63.0 498  84,879 61.3

売上総利益   27,463 39.1  25,379 37.0 △2,083  53,477 38.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  20,565 29.3  18,649 27.2 △1,916  40,194 29.1

営業利益   6,898 9.8  6,730 9.8 △167  13,283 9.6

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息及び受取配当
金

 48   111    88   

２．保険配当金収入  75   76    88   

３．業務受託収入  58   54    137   

４. 持分法による投資利益  64   54    134   

５．その他  159 405 0.6 86 382 0.6 △22 240 690 0.5

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  75   55    140   

２．投資事業持分損失  19   －    33   

３．貸与資産関係諸費用  30   29    53   

４．その他  39 164 0.2 35 119 0.2 △45 76 303 0.2

経常利益   7,139 10.2  6,994 10.2 △144  13,671 9.9

Ⅵ　特別利益            

１．固定資産売却益 ※２ 8   33    9   

２．投資有価証券売却益 ※３ 3,710   46    3,714   

３. 貸倒引当金戻入額  －   12    －   

４. その他  136 3,855 5.5 7 99 0.1 △3,755 127 3,851 2.8

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産除却損 ※４ 157   104    307   

２．固定資産売却損 ※５ 15   0    155   

３．特別退職金等 ※６ 2,848   －    3,015   

４. 確定拠出年金制度への
一部移行による損失引
当額

 －   98    －   

５. 設備移設費用 ※７ －   58    －   

６．その他 ※８ 306 3,327 4.8 107 369 0.5 △2,958 1,090 4,569 3.3

税金等調整前中間（当
期）純利益

  7,667 10.9  6,724 9.8 △942  12,953 9.4

法人税、住民税及び事
業税

 3,158   2,814    5,294   

法人税等調整額  △80 3,078 4.4 △14 2,799 4.1 △279 △424 4,870 3.6

少数株主利益   10 0.0  5 0.0 △4  18 0.0

中間（当期）純利益   4,578 6.5  3,919 5.7 △658  8,064 5.8
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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（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   7,727  7,727

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１.株式交換による増加高  14,325  14,325  

２.転換社債の転換による増加高  699  793  

３.新株予約権の行使による増加高  91 15,116 176 15,295

Ⅲ　資本剰余金減少高      

１.自己株式処分差益  0 0 0 0

Ⅳ　資本剰余金中間期末（期末）残高   22,844  23,022

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   37,638  37,638

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１.連結子会社の持分変動による増加高  192  192  

２.中間（当期）純利益  4,578 4,771 8,064 8,257

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１.配当金  181  776  

２.取締役賞与金  5  5  

３.自己株式処分差損  166 353 166 948

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   42,056  44,947
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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 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　　　
（百万円）

7,300 23,022 44,947 △783 74,487

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 201 200   401

剰余金の配当（注）   △1,077  △1,077

役員賞与（注）   △8  △8

中間純利益   3,919  3,919

自己株式の取得    △13 △13

自己株式の処分  0  0 1

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）

     

中間連結会計期間中の変動額合計　
（百万円)

201 201 2,833 △12 3,223

平成18年９月30日　残高　 　　　
（百万円）

7,501 23,224 47,781 △795 77,711

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

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　　　　　　
（百万円）

903 － 37 940 － 607 76,036

中間連結会計期間中の変動額        

新株の発行       401

剰余金の配当（注）       △1,077

役員賞与（注）       △8

中間純利益       3,919

自己株式の取得       △13

自己株式の処分       1

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）

△163 2 8 △152 13 △4 △144

中間連結会計期間中の変動額合計　
（百万円)

△163 2 8 △152 13 △4 3,080

平成18年９月30日　残高
（百万円）

739 2 45 788 13 603 79,116

 （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）

対前中間期比

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（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

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）純利益  7,667 6,724  12,953

減価償却費  4,019 4,093  8,414

連結調整勘定償却額  242 －  499

のれん償却額  － 242  －

賞与引当金の増減額
（△は減少額）

 △6 48  5

退職給付引当金の増減額
（△は減少額）

 △143 △17  23

貸倒引当金の増減額
（△は減少額）

 － △24  21

受取利息及び受取配当金  △48 △111  △88

持分法による投資損益
（△は利益）

 △64 △54  △134

支払利息  75 55  140

投資有価証券売却益  △3,710 －  △3,714

固定資産除却損  157 104  307

特別退職金等  2,848 －  3,015

売上債権の増減額
（△は増加額）

 △32 △1,710  2,193

たな卸資産の増減額
（△は増加額）

 △611 △790  △848

その他流動資産の増減額
（△は増加額）

 326 △276  401

仕入債務の増減額
（△は減少額）

 △165 △167  △488

未払消費税の増減額
（△は減少額）

 － △416  －

その他流動負債の増減額
（△は減少額）

 △261 △330  △356

その他  137 △155  522

小計  10,428 7,214 △3,213 22,866

利息及び配当金の受取額  47 113  87

利息の支払額  △70 △55  △136

特別退職金の支払額  △2,652 －  △2,923

法人税等の支払額  △1,266 △3,036  △3,931

営業活動による
キャッシュ・フロー

 6,486 4,235 △2,250 15,961
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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）

対前中間期比

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（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

     

定期預金の預入による支出  △110 －  －

定期預金の払戻による収入  30 －  －

有価証券の償還による収入  100 －  －

有形固定資産の取得による支出  △2,896 △3,772  △6,349

有形固定資産の売却による収入  176 －  －

無形固定資産の取得による支出  △1,204 △2,179  △2,616

長期前払費用の取得による支出  △10 －  －

投資有価証券の取得による支出  △102 －  －

投資有価証券の売却による収入  35 －  －

連結範囲の変更を伴う子会社株式
の売却による収入

 4,172 －  4,172

関係会社株式取得による支出  △269 －  △329

連結範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出 

 － △905  －

その他  96 363  34

投資活動による
キャッシュ・フロー

 16 △6,494 △6,510 △5,088

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
（△は純減少額）

 △790 －  △3,540

長期借入金の返済による支出  △653 △730  △1,794

配当金の支払額  △228 △1,067  △810

株式の発行による
収入

 182 50  352

その他  △87 △22  177

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △1,578 △1,769 △191 △5,614

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  61 △18 △80 103

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（△は減少額）

 4,985 △4,046 △9,032 5,361

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  20,027 25,352 5,324 20,027

Ⅶ　連結除外による現金及び現金同等物
の減少額

 △36 － 36 △36

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

※１ 24,976 21,305 △3,671 25,352
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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　　26社

主要な連結子会社

富士レビオ㈱、㈱エスアールエル、

㈱エスアールエル西日本、㈱シオ

ノギバイオメディカルラボラト

リーズ、日本ステリ㈱、㈱エス

アールエル・メディサーチ、㈱テ

イエフビ－、㈱エスアールエル北

海道、フジレビオ　アメリカ社

（米国）、㈱ティーエスエル

（新規）１社

富士レビオ㈱ （新設分割による）

（除外）６社

㈱エスアールエル東京メディカル

（合併による）、㈱ＳＢＳ（合併

による）、㈱リジョイス（株式の

売却による）、㈱リジョイス薬局

（株式の売却による）、㈱日本臨

床薬理研究所（株式の売却によ

る）、㈱エスアールエル・ユウメ

ディカル（清算による）

(１）連結子会社の数　　19社

主要な連結子会社

富士レビオ㈱、㈱エスアールエル、

㈱シオノギバイオメディカルラボ

ラトリーズ、日本ステリ㈱、㈱エ

スアールエル・メディサーチ、㈱

テイエフビ－、フジレビオ　アメ

リカ社（米国）、フジレビオ　ダ

イアグノスティックス社（米国）

（新規）１社

フジレビオ ダイアグノスティッ

クス社（スウェーデン)(買収によ

る）

（除外）７社

㈱ティーエスエル（合併によ

る）、㈱エスアールエル北海道

（合併による）、㈱南信臨床検査

研究所（合併による）、㈱エス

アールエル静岡（合併による）、

㈱生命情報分析センター（合併に

よる）、㈱エスアールエル西日本

（合併による）、㈱エスアールエ

ル北陸（合併による）

(１）連結子会社の数　　25社 

主要な連結子会社

富士レビオ㈱、㈱エスアールエル、

㈱エスアールエル西日本、㈱シオ

ノギバイオメディカルラボラト

リーズ、日本ステリ㈱、㈱エス

アールエル・メディサーチ、㈱テ

イエフビ－、㈱エスアールエル北

海道、フジレビオ　アメリカ社

（米国）、フジレビオ　ダイアグ

ノスティックス社（米国）、㈱

ティーエスエル

（新規）１社 

富士レビオ㈱ （新設分割による）

（除外）７社

㈱エスアールエル東京メディカル

（合併による）、㈱ＳＢＳ（合併

による）、㈱リジョイス（株式の

売却による）、㈱リジョイス薬局

（株式の売却による）、㈱日本臨

床薬理研究所（株式の売却によ

る）、㈱エスアールエル・ユウメ

ディカル（清算による）、㈱メ

ディウイング（合併による）

(２）非連結子会社の名称等

 フジレビオ　ヨーロッパ社（オ

ランダ）

(２）非連結子会社の名称等

 同左

(２）非連結子会社の名称等

 フジレビオ　ヨーロッパ社（オ

ランダ）

(３）非連結子会社について、連結

の範囲から除いた理由

　非連結子会社　フジレビオ　

ヨーロッパ社は、小規模会社であ

り、総資産、売上高、中間純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）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。

(３）非連結子会社について、連結

の範囲から除いた理由

同左

(３）非連結子会社について、連結

の範囲から除いた理由

　非連結子会社　フジレビオ　

ヨーロッパ社は、小規模会社であ

り、総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）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連結範囲から

除外しております。
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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）

２．持分法の適用に関する事

項

（１）持分法適用関連会社の数　５

社

ケアレックス㈱、㈱ヘルスサービ

ス長野、㈱メディヴァンス、㈱日

本臨床薬理研究所、㈱ジェー・

ジー・エス

　なお、㈱日本臨床薬理研究所は、

株式売却及び増資引受により当中

間連結会計期間末において持分法

適用関連会社となっております。

（１）持分法適用関連会社の数　３

社

ケアレックス㈱、㈱ヘルスサービ

ス長野、㈱日本臨床薬理研究所

（除外）１社

 　㈱メディヴァンス（売却による）

 

（１）持分法適用関連会社の数　４

社

ケアレックス㈱、㈱ヘルスサービ

ス長野、㈱メディヴァンス、㈱日

本臨床薬理研究所

（除外）１社

  ㈱ジェー・ジー・エス（清算に

  よる）

　なお、㈱日本臨床薬理研究所は、

株式売却及び増資引受により当連

結会計年度の上期末から持分法適

用関連会社となっております。

（２）持分法を適用していない非連

結子会社（フジレビオ　ヨーロッ

パ社）及び関連会社（バイオ・

ラッド　富士レビオ㈱他１社）は、

中間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除

いても中間連結財務諸表に及ぼす

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。 

（２）　　　　同左 （２）持分法を適用していない非連

結子会社（フジレビオ　ヨーロッ

パ社）及び関連会社（バイオ・

ラッド　富士レビオ㈱他１社）は、

当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響

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

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

同左 　連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。

　

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

(イ）有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(イ）有価証券

満期保有目的の債券

同左

(イ）有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結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）

その他有価証券

時価のあるもの

連結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

主として移動平均法による原価

法

　なお、投資事業組合への出資

（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

能な最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。

時価のないもの

同左

時価のないもの 

 同左

(ロ）デリバティブ

時価法

(ロ）デリバティブ

同左

(ロ）デリバティブ

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）

(ハ）たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

主として移動平均法による原価

法

(ハ）たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

同左

(ハ）たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

同左

製品・仕掛品

主として総平均法による原価法

製品・仕掛品

同左

製品・仕掛品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ）有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率

法を採用し、在外連結子会社は定

額法によっております。

　ただし、当社及び国内連結子会

社は平成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、定額法によっており

ます。

　なお、主な耐用年数は、次のと

おりであります。

建物及び構築物　　６～50年

機械装置及び運搬具４～15年

工具器具及び備品　２～20年

(イ）有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率

法を採用し、在外連結子会社は定

額法によっております。

　ただし、当社及び国内連結子会

社は平成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、定額法によっており

ます。

また、連結子会社であります富

士レビオ㈱の工具器具及び備品の

うち、機器システムリース用検査

機器等については、定額法によっ

ております。

　なお、主な耐用年数は、次のと

おりであります。

建物及び構築物　　６～50年

機械装置及び運搬具４～15年

工具器具及び備品　２～20年

（会計方針の変更）

　連結子会社であります富士レビ

オ㈱の工具器具及び備品のうち、

機器システムリース用検査機器等

の減価償却の方法は、従来、定率

法によっておりましたが、当中間

連結会計期間より定額法に変更し

ております。

　これは、定額である機器賃貸収

入に対して、減価償却費を平準的

に期間配分することにより、収益

と費用のより適切な対応を図るた

め変更したものであります。これ

による損益に与える影響は、軽微

であります。

　なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。

(イ）有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率

法を採用し、在外連結子会社は定

額法によっております。

　ただし、当社及び国内連結子会

社は平成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、定額法によっており

ます。

　なお、主な耐用年数は、次のと

おりであります。

建物及び構築物　　６～50年

機械装置及び運搬具４～15年

工具器具及び備品　２～20年

(ロ）無形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定額

法を採用し、在外連結子会社につ

いては、見積耐用年数に基づく定

額法によっております。

　また、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

(ロ）無形固定資産

　同左

(ロ）無形固定資産

　同左

(ハ）長期前払費用

　当社及び国内連結子会社は支出

の効果が及ぶ期間で均等償却して

おり、在外連結子会社については、

定額法によっております。

(ハ）長期前払費用

同左

(ハ）長期前払費用

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）

(3）重要な引当金の計上基

準

(イ）貸倒引当金

　債権の貸倒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。

(イ）貸倒引当金

　同左

(イ）貸倒引当金

同左

(ロ）賞与引当金

　国内連結子会社は、従業員の賞

与支給に備えるため、支給見込額

のうち当中間連結会計期間の負担

額を計上しております。

(ロ）賞与引当金

　同左

(ロ）賞与引当金

　国内連結子会社は、従業員の賞

与支給に備えるため、支給見込相

当額を計上しております。

(ハ）退職給付引当金

　主要な国内連結子会社は、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

務及び年金資産の見込額に基づき、

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。

　なお、過去勤務債務（債務の減

額）については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年又は10年）による

定額法により費用処理しておりま

す。

　また、数理計算上の差異は、各

連結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（５年又は10年）による

定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用

処理しております。

(ハ）退職給付引当金

同左

(ハ）退職給付引当金

　主要な国内連結子会社は、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

務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

　なお、過去勤務債務（債務の減

額）については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年又は10年）による

定額法により費用処理しておりま

す。

　また、数理計算上の差異は、各

連結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（５年又は10年）による

定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用

処理しております。

(ニ）役員退職慰労引当金

　主要な国内連結子会社は、役員

の退職慰労金支給に備えるため、

内規に基づく当中間連結会計期間

末要支給額を計上しております。

(ニ）役員退職慰労引当金

同左

(ニ）役員退職慰労引当金

　主要な国内連結子会社は、役員

の退職慰労金支給に備えるため、

内規に基づく当連結会計年度末要

支給額を計上しております。

(4）重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結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。

　なお、在外子会社等の資産・負

債は、中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、収益・

費用は、期中平均相場により円貨

に換算し、為替差額は少数株主持

分及び資本の部における為替換算

調整勘定に含めて計上しておりま

す。

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結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。

  なお、在外子会社等の資産・負

債は、中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、収益・

費用は、期中平均相場により円貨

に換算し、為替差額は純資産の部

における為替換算調整勘定及び少

数株主持分に含めて計上しており

ます。

　外貨建金銭債権債務は、連結決

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。

　なお、在外子会社等の資産・負

債は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、収益・費用

は、期中平均相場により円貨に換

算し、為替差額は少数株主持分及

び資本の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しております。

(5）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。

同左 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）

(6）重要なヘッジ会計の方

法

(イ）ヘッジ会計の方法

　主として繰延ヘッジ処理を採用

しております。

　なお、為替予約及び通貨スワッ

プについては、振当処理の要件を

満たしている場合は振当処理を採

用しております。

　また、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップについては、

特例処理を採用しております。

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

 

 

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象  (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

為替予約
 外貨建輸出入

取引

通貨スワップ
 外貨建輸出入

取引

金利スワップ  借入金

同左 同左

(ハ）ヘッジ方針

　内規に基づき、為替相場変動リ

スク及び金利変動リスクをヘッジ

しております。

　原則として、実需に基づくもの

を対象としてデリバティブ取引を

行っており、投機目的のデリバ

ティブ取引は行っておりません。

(ハ）ヘッジ方針

同左

(ハ）ヘッジ方針

同左

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象につ

いて、個別取引毎のヘッジ効果を

検証しております。ただし、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象に関する元

本・利率・期間等の重要な条件が

同一の場合は、ヘッジ効果が極め

て高いことから、ヘッジの有効性

の判断は省略しております。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項

（イ）消費税及び地方消費税の会計

処理

　税抜方式によっております。

（ロ）「法人税、住民税及び事業税」

並びに「法人税等調整額」の計上

方法

　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、当連結

会計年度に予定している利益処分

による特別償却準備金の積立及び

取崩を前提として、当中間連結会

計期間に係る金額を計算しており

ます。

（イ）消費税及び地方消費税の会計

処理

同左

（ロ）　　　──────

（イ）消費税及び地方消費税の会計

処理

同左

（ロ）　　　──────

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

　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 同左
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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。

　これにより税金等調整前当期純利益は47百万

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

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

78,497百万円であります。

　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。

──────

 

────── （ストック・オプション等に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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）及び「ストック・オ

プション等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11号　平成18年５月

31日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益は、それぞれ13百万円減少して

おります。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。

──────
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表示方法の変更

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）

────── （中間連結貸借対照表）

　「営業権」は、前中間連結会計期間において、無形固

定資産の「その他」に含めておりましたが、当中間連結

会計期間から「のれん」と表示しております。

　なお、前中間連結会計期間末の「営業権」の金額は30

百万円であります。

　また、「連結調整勘定」として掲記されていたものは、

「のれん」と表示しております。 

────── （中間連結損益計算書）

１．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「投

資事業持分損失」(当中間連結会計期間10百万円)は、

営業外費用の総額の100分の10以下となったため、営業

外費用の「その他」に含めて表示することにしました。

 ２．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「特

別退職金等」(当中間連結会計期間２百万円)は、特別

損失の総額の100分の10以下となったため、特別損失の

「その他」に含めて表示することにしました。

────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

１．「営業権償却費」は、前連結会計期間において、「減

価償却費」に含めておりましたが、当中間連結会計期

間から「のれん償却額」と表示しております。

　また、「連結調整勘定償却額」と掲記されていたも

のは、「のれん償却額」と表示しております。

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「貸倒引当金

の増減額」は、当中間連結会計期間において、金額的

重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「貸倒引当金の減少額」は23百万円であります。

３．営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

券売却益」は、当中間連結会計期間において、金額的

重要性が乏しくなったため「その他」に含めておりま

す。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「投資有価証券売却益」は46百万円であります。

４．営業活動によるキャッシュ・フローの「未払消費税

等の増減額」は、当中間連結会計期間において、金額

的重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「未払消費税等の増減額」は63百万円であります。
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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）

５．営業活動によるキャッシュ・フローの「特別退職金

等」及び「特別退職金の支払額」は、当中間連結会計

期間において、金額的重要性が乏しくなったため「そ

の他」に含めております。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「特別退職金等」及び「特別退職金の支払額」は

ともに２百万円であります。

６．投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資

産の売却による収入」は、当中間連結会計期間におい

て、金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含

めております。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「有形固定資産の売却による収入」は89百万円で

あります。

７．投資活動によるキャッシュ・フローの「長期前払費

用の取得による支出」は、当中間連結会計期間におい

て、金額的重要性がないため「その他」に含めており

ます。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「長期前払費用の取得による支出」は76百万円で

あります。

８．投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

券の取得による支出」は、当中間連結会計期間におい

て、金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含

めております。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「投資有価証券の取得による支出」は55百万円で

あります。

９．投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

券の売却による収入」は、当中間連結会計期間におい

て、金額的重要性がないため「その他」に含めており

ます。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「投資有価証券の売却による収入」は250百万円で

あります。
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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

56,118百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

59,478百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 57,797百万円

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産の額

（（　）内書は工場財団を組成） 

建物及び構

築物
4,527百万円 (2,735百万円) 

機械装置及

び運搬具
1,428百万円 (1,428百万円) 

工具器具及

び備品
225百万円 (225百万円) 

土地 3,215百万円 (671百万円) 

計 9,396百万円 (5,060百万円) 

上記担保に対応する債務

短期借入金  645百万円  

長期借入金  840百万円  

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産の額  

建物及び構築物 1,048百万円

土地 1,986百万円

計  3,034百万円

上記担保に対応する債務

短期借入金  209百万円

長期借入金  570百万円

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産の額  

建物及び構築物 1,084百万円

土地 1,986百万円

計 3,070百万円

上記担保に対応する債務

短期借入金  209百万円

長期借入金  675百万円

※３．        ────── ※３．無形固定資産ののれんは、のれんと負の

のれんを相殺して表示しております。な

お、相殺前の金額は、次のとおりであり

ます。

のれん 4,312百万円

負ののれん 1,094百万円

※３．        ──────

※４．無形固定資産に含まれている連結調整勘

定は、3,676百万円であります。

※４．        ────── ※４．        ──────

 　５．保証債務

下記のとおり銀行借入債務等に対し、

保証を行っております。

保証先 保証額

フジレビオ

ヨーロッパ社
 0百万円  

取引先  37百万円  

計  37百万円  

   

 　５．保証債務

下記のとおり銀行借入債務に対し、保

証を行っております。

保証先 保証額

フジレビオ

ヨーロッパ社
 0百万円 

計

 

 

 

0百万円 

 

   

 　５．保証債務

下記のとおり銀行借入債務等に対し、

保証を行っております。

保証先 保証額

㈱メディヴァンス  9百万円 

フジレビオ

ヨーロッパ社
 0百万円 

取引先  42百万円 

計  51百万円 

　６．受取手形裏書譲渡高　　　　1百万円  　６．        ────── 　６．受取手形裏書譲渡高　　　 　2百万円

※７．        ──────  ※７．中間連結会計期間末日満期手形

　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  379百万円

 支払手形  1百万円

※７．        ──────

８．財務体質の強化及び機動的な資金調達枠

の確保の観点から、取引金融機関と貸出コ

ミットメント契約を締結しております。こ

の契約に基づく当中間連結会計期間末の借

入未実行残高は、次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 17,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額  17,000百万円

８．財務体質の強化及び機動的な資金調達枠

の確保の観点から、取引金融機関と貸出コ

ミットメント契約を締結しております。こ

の契約に基づく当中間連結会計期間末の借

入未実行残高は、次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 10,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 10,000百万円

８．財務体質の強化及び機動的な資金調達枠

の確保の観点から、取引金融機関と貸出コ

ミットメント契約を締結しております。こ

の契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は、次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 10,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 10,000百万円
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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うち主要な費目

及び金額は、次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は、次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は、次のとおりであります。

給料・賞与 5,599 百万円

賞与引当金繰入額 1,292 百万円

退職給付費用 370 百万円

役員退職慰労引当金

繰入額
29 百万円

減価償却費 1,243 百万円

連結調整勘定償却額 242 百万円

支払手数料 2,793 百万円

研究開発費 2,246 百万円

給料・賞与 5,031 百万円

賞与引当金繰入額 1,263 百万円

退職給付費用 300 百万円

役員退職慰労引当金

繰入額
7 百万円

減価償却費 1,176 百万円

のれん償却額 242 百万円

支払手数料 2,064 百万円

研究開発費 2,091 百万円

給料・賞与 11,856 百万円

賞与引当金繰入額 1,420 百万円

退職給付費用 721 百万円

役員退職慰労引当金

繰入額
46 百万円

貸倒引当金繰入額 25 百万円

減価償却費 2,601 百万円

連結調整勘定償却費 499 百万円

支払手数料 5,540 百万円

研究開発費 4,414 百万円

   

※２．固定資産売却益の内容は、次のとおりで

あります。

※２．固定資産売却益の内容は、次のとおりで

あります。

※２．固定資産売却益の内容は、次のとおりで

あります。

工具器具及び備品 8 百万円

その他 0 百万円

計 8 百万円

建物及び構築物 11 百万円

土地 21 百万円

その他 0 百万円 

計 33 百万円

工具器具及び備品 9 百万円

その他 0 百万円

計 9 百万円

   

※３．投資有価証券売却益は、連結子会社であ

る㈱リジョイス及び㈱リジョイス薬局の株

式を譲渡したことによるものであります。

※３．投資有価証券売却益は、持分法適用関連

会社である㈱メディヴァンスの株式を譲渡

したことによるものであります。

※３．投資有価証券売却益は、主に、連結子会

社である㈱リジョイス及び㈱リジョイス薬

局の株式を譲渡したことによるものであり

ます。

   

※４．固定資産除却損の内容は、次のとおりで

あります。

建物及び構築物 20 百万円

機械装置及び運搬具 11 百万円

工具器具及び備品 81 百万円

ソフトウェア 44 百万円

計 157 百万円

※４．固定資産除却損の内容は、次のとおりで

あります。

建物及び構築物 18 百万円

機械装置及び運搬具 1 百万円

工具器具及び備品 54 百万円

ソフトウェア 25 百万円

その他 5 百万円 

計 104 百万円

※４．固定資産除却損の内容は、次のとおりで

あります。

建物及び構築物 20 百万円

機械装置及び運搬具 13 百万円

工具器具及び備品 160 百万円

ソフトウェア 112 百万円

計 307 百万円

   

※５．固定資産売却損の内容は、次のとおりで

あります。

建物及び構築物 4 百万円

工具器具及び備品 3 百万円

土地 7 百万円

その他 0 百万円

計 15 百万円

※５．固定資産売却損の内容は、次のとおりで

あります。

機械装置及び運搬具等 0 百万円

※５．固定資産売却損の内容は、次のとおりで

あります。

建物及び構築物 5 百万円

工具器具及び備品 8 百万円

土地 7 百万円

ソフトウェア 132 百万円

その他 2 百万円

計 155 百万円

   

※６．特別退職金等は、主に、連結子会社であ

る㈱エスアールエルが募集した希望退職者

に対する特別退職金であります。

※６．           ────── ※６．特別退職金等は、主に、連結子会社であ

る㈱エスアールエルが募集した希望退職者

に対する特別退職金であります。

   

※７．           ────── ※７．設備移設費用は、連結子会社である富士

レビオ㈱における製品製造設備を八王子工

場から宇部工場へ移設したことによるもの

であります。

※７．          ──────
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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）

※８．           ────── ※８．           ────── ※８．減損損失

  当連結会計年度において、当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失を

計上しております。

  場所 用途 種類 減損損失

東京都練

馬区

遊休資産

(厚生施

設) 

建物・土

地 
47百万円

   当社グループは管理会計上の単位を資産

グループの基礎とし、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小単位でグルー

ピングしております。また、本社、厚生施

設等は共用資産とし、賃貸資産及び遊休資

産については、個別の資産グループ毎にグ

ルーピングしております。

  その結果、上記の遊休資産については福

利厚生施設として使用しておりましたが、

使用中止により遊休状態となり、売却する

ことが予定されており売却損の発生が見込

まれるため、当該資産の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

(47百万円)として特別損失に計上しており

ます。その内訳は、建物31百万円、土地16

百万円であります。

   なお、当資産グループの回収可能価額は、

売却予定価額に基づく正味売却価額により

測定しております。
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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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
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　（注）１ 60,366 388 － 60,754

合計 60,366 388 － 60,754

 自己株式     

 　　普通株式　（注）２ 532 4 0 536

合計 532 4 0 536

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加388千株は、転換社債の普通株式への転換による増加344千株、新株予約権の

権利行使による新株の発行による増加44千株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取りによるものであり、減少０千株は、売却

によるものであります。

 

２．新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結会計

期間末残高

（百万円）

前連結会計　

年度末

当中間連結

会計期間増加

当中間連結

会計期間減少

当中間連結

会計期間末

提出会社

（親会社）

 ストック・オプションとしての新

株予約権
普通株式 － － － － 13

 合計  － － － － － 13

 

３．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５月15日

取締役会
普通株式 1,077 18  平成18年３月31日  平成18年６月７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

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月15日

取締役会
普通株式 963 利益剰余金 16  平成18年９月30日  平成18年12月８日
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（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） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 24,889 百万円

有価証券勘定 90 百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 △2 百万円

現金及び現金同等物 24,976 百万円

現金及び預金勘定 21,265 百万円

有価証券勘定 40 百万円

現金及び現金同等物 21,305 百万円

現金及び預金勘定 25,261 百万円

有価証券勘定 90 百万円

現金及び現金同等物 25,352 百万円

（リース取引関係）

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
　中間連結貸借対照表
　計上額（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 1,251 2,707 1,456

(2)その他 202 199 △2

合計 1,453 2,907 1,454

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

マネー・マネージメント・ファンド 90

投資事業組合出資金 255

非上場株式 1,306

（注）当中間連結会計期間において、非上場株式について８百万円減損処理を行っております。

なお、有価証券の減損にあたっては、下落率が50％以上の場合及び30％以上50％未満については個々の銘柄の下落

額が連結財務諸表に重要な影響を与える場合に、「著しく下落した」ものと認識しており、時価が「著しく下落し

た」と判断された有価証券については、回復可能性の判定を行い、明らかに回復する見込みがあると判断された銘

柄以外の有価証券について減損処理を行うこととしております。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
　中間連結貸借対照表
　計上額（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 1,229 2,734 1,504

(2)その他 572 569 △2

合計 1,801 3,304 1,502

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

 マネー・マネージメント・ファンド 40

 投資事業組合出資金 342

 非上場株式 695

（注）当中間連結会計期間において、非上場株式について33百万円減損処理を行っております。

なお、有価証券の減損にあたっては、下落率が50％以上の場合及び30％以上50％未満については個々の銘柄の下落

額が連結財務諸表に重要な影響を与える場合に、「著しく下落した」ものと認識しており、時価が「著しく下落し

た」と判断された有価証券については、回復可能性の判定を行い、明らかに回復する見込みがあると判断された銘

柄以外の有価証券について減損処理を行うこととしております。
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前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1)株式 1,239 3,017 1,777

(2)その他 572 569 △2

合計 1,811 3,586 1,775

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

 (1)満期保有目的の債券  

  医療機関債 5

 (2)その他有価証券  

  マネー・マネージメント・ファンド 90

  投資事業組合出資金 302

  非上場株式 899

（注）当連結会計年度において、非上場株式について36百万円減損処理を行っております。

当該有価証券の減損にあたっては、下落率が50％以上の場合及び30％以上50％未満については個々の銘柄の下落額

が連結財務諸表に重要な影響を与える場合に、「著しく下落した」ものと認識しております。

なお、時価が「著しく下落した」と判断された有価証券については、回復可能性の判定を行い、明らかに回復する

見込みがあると判断された銘柄以外の有価証券について減損処理を行うこととしております。

（デリバティブ取引関係）

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

（ストック・オプション等関係）

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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（セグメント情報）

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報は、次のとおりであります。

【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）

 
臨床検査
薬事業

（百万円）

受託臨床検
査事業及び
周辺事業
（百万円）

その他
の事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 14,332 48,997 6,863 70,193 － 70,193

(2)セグメント間の内部売上

又は振替高
1,317 806 55 2,179 (2,179) －

計 15,650 49,804 6,919 72,373 (2,179) 70,193

営業費用 12,488 46,452 6,533 65,473 (2,177) 63,295

営業利益 3,162 3,351 386 6,900 (2) 6,898

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）

 
臨床検査
薬事業

（百万円）

受託臨床検
査事業

（百万円）

その他
の事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 14,256 44,872 9,479 68,608 － 68,608

(2)セグメント間の内部売上

又は振替高
1,400 851 56 2,308 (2,308) －

計 15,656 45,724 9,536 70,917 (2,308) 68,608

営業費用 12,688 43,058 8,462 64,209 (2,331) 61,877

営業利益 2,967 2,665 1,073 6,707 23 6,730

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）

 
臨床検査
薬事業

（百万円）

受託臨床検
査事業及び
周辺事業
（百万円）

その他
の事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 29,851 95,234 13,271 138,357 － 138,357

(2)セグメント間の内部売上又

は振替高
2,541 1,591 105 4,237 (4,237) －

計 32,392 96,825 13,376 142,594 (4,237) 138,357

営業費用 25,070 91,460 12,883 129,414 (4,341) 125,073

営業利益 7,322 5,365 492 13,180 103 13,283
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　（注）１．事業区分の方法

 　　事業は役務又は商品等の内容及び市場の類似性を考慮して区分しております。

事業区分 主要役務又は商品

臨床検査薬事業 検査試薬・検査システムの製造販売

受託臨床検査事業 特殊臨床検査、一般臨床検査、医科学分析、病院検査室の運営

その他の事業
食品衛生検査、環境検査、健康商品・感染防止商品の販売、医療器具等の滅

菌サ－ビス、治験支援、診療所開設・運営支援

２．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

  
前中間連結
会計期間
（百万円）

当中間連結
会計期間
（百万円）

前連結会計
年度
（百万円）

主な内容

 
消去又は全社の項
目に含めた配賦不
能営業費用の金額

228 398 575
持株会社である当社で発生した費
用

３．会計方針の変更（当中間連結会計期間）

（１）〔中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項〕４．（２）（イ）に記載のとおり、当中間連

結会計期間より、連結子会社であります富士レビオ㈱の工具器具及び備品のうち、機器リース用検査

機器等の減価償却の方法を、定率法から定額法に変更しております。これによるセグメント情報に与

える影響は、軽微であります。

なお、「臨床検査薬事業」以外の事業については、セグメント情報に与える影響はありません。

（２）〔中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更〕に記載のとおり、当中間連結会計期間

より、「ストック・オプション等に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準第８号　平成17年

12月27日）を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、「消去又は全社」の営業費用は13百万円増加

し、営業利益が同額減少しております。

４．事業区分の変更

事業区分については、従来、「臨床検査薬事業」、「受託臨床検査事業及び周辺事業」、「その他の事業」

の３事業に区分しておりましたが、セグメント情報を中心となる事業をより明瞭な区分とするため、当中

間連結会計期間より「受託臨床検査事業及び周辺事業」のうち、食品衛生検査、環境検査、健康商品、感

染防止商品については「その他の事業」に区分することとし、「臨床検査薬事業」、「受託臨床検査事

業」、「その他の事業」の３事業に区分することといたしました。

なお、当中間連結会計期間において、従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメントは、以下の

とおりです。

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）

 
臨床検査
薬事業

（百万円）

受託臨床検
査事業及び
周辺事業
（百万円）

その他
の事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 14,256 47,137 7,214 68,608 － 68,608

(2)セグメント間の内部売上又

は振替高
1,400 853 50 2,304 (2,304) －

計 15,656 47,991 7,265 70,913 (2,304) 68,608

営業費用 12,688 44,805 6,711 64,205 (2,327) 61,877

営業利益 2,967 3,185 554 6,707 23 6,730
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【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）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が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。

【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、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 1,207円27銭

１株当たり中間純利益金額 77円64銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
75円98銭

１株当たり純資産額 1,303円60銭

１株当たり中間純利益金額 65円25銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
64円89銭

１株当たり純資産額 1,260円64銭

１株当たり当期純利益金額 135円91銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
133円73銭

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益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)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益　　　　　（百万円） 4,578 3,919 8,064

普通株主に帰属しない金額　　（百万円） － － －

　（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）純利益

　　　　　　　　　　　　　　（百万円）
4,578 3,919 8,064

期中平均株式数　　　　　　　（株） 58,969,316 60,073,933 59,340,472

    

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額　　（百万円） － － －

普通株式増加数　　　　　　　（株） 1,291,967 331,059 967,920

（うち転換社債） (1,033,772) (175,377) (730,175)

（うち新株予約権） (258,195) (155,682) (237,745)

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）純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要

────── ────── ──────
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５．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における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（％）

 臨床検査薬事業 （百万円） 12,383 －

 受託臨床検査事業 （百万円） 44,814 －

 その他の事業 （百万円） 8,593 －

合計 （百万円） 65,791 －

　（注）１．金額は販売価格換算によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ３．当中間連結会計期間において、事業の種類別セグメント情報の事業区分を変更したため、前年同期比は記載

しておりません。

 

 （２）受注状況

当社グループは、役務又は商品等の受注から完了又は納品等までの所要時間が短いため、常に受注残高は僅少であ

り、期中の受注高と販売実績とがほぼ対応するため記載を省略しております。

 

 （３）販売実績

当中間連結会計期間における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（％）

 臨床検査薬事業 （百万円） 14,256 －

 受託臨床検査事業 （百万円） 44,872 －

 その他の事業 （百万円） 9,479 －

合計 （百万円） 68,608 －

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ２．主要な販売先については、総販売実績に対する割合が10％以上に該当する販売先がありませんので、記載を

省略しております。

３．当中間連結会計期間において、事業の種類別セグメント情報の事業区分を変更したため、前年同期比は記載

しておりません。
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平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要
 

平成18年11月15日

上場会社名 みらかホールディングス株式会社 上場取引所 東

コード番号 4544 本社所在都道府県 東京都 

(URL　http://www.miraca-holdings.co.jp)

代　　表　　者　役職名  取締役 代表執行役社長 氏名　鈴木　博正

問合せ先責任者　役職名  取締役 執行役 氏名　工藤　志郎 ＴＥＬ　（03）5909 － 3337

決算取締役会開催日 平成18年11月15日 配当支払開始日 平成18年12月8日

単元株制度採用の有無 有(１単元 100株)   

１．平成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 （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。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 1,456 △76.0 1,057 26.4 1,051 7.1

17年９月中間期 6,057 － 836 － 982 －

18年３月期 7,600  2,031  2,177  

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 1,049 61.6 17 46

17年９月中間期 649 － 11 01

18年３月期 1,816  30 62

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 60,073,933株 17年９月中間期 58,972,420株 18年３月期 59,340,472株

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、営業利益、経常利益、中間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。

なお、決算期変更により、17年3月期は3ヶ月決算となったため、前中間期の営業収益、営業利益、経常利益、中間純利益の対前期増減率

は記載しておりません。

 

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 51,369 51,187 99.6 849 82

17年９月中間期 50,761 49,897 98.3 838 79

18年３月期 51,336 50,812 99.0 849 22

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 60,217,706株 17年９月中間期 59,487,692株 18年３月期 59,833,540株

②期末自己株式数 18年９月中間期 536,812株 17年９月中間期 526,388株 18年３月期 532,539株

２．平成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）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 2,900 2,200 2,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）36円53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 10.0 18.0 28.0

19年３月期（実績） 16.0 －
32.0

19年３月期（予想） － 16.0

（注）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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在におけ

る仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予測の前提となる

仮定及び業績予測のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の６ページを参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年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）
対前事業
年度比

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
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  1,026   575   1,425   △850

２．売掛金  195   65   65   －

３．繰延税金資産  26   0   2   △1

４．その他  25   732   363   368

流動資産合計   1,274 2.5  1,373 2.7  1,857 3.6 △483

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物  30   25   27   △2

(2）工具器具及び
備品

 23   16   19   △2

有形固定資産計   53 (0.1)  41 (0.1)  46 (0.1) △4

２．無形固定資産   14 (0.0)  534 (1.0)  13 (0.0) 520

３．投資その他の資産            

(1）関係会社株式  49,382   49,382   49,382   －

(2）その他  36   36   36   －

投資その他の資
産計

  49,419 (97.4)  49,419 (96.2)  49,419 (96.3) －

固定資産合計   49,487 97.5  49,995 97.3  49,478 96.4 516

資産合計   50,761 100.0  51,369 100.0  51,336 100.0 32
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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）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）
対前事業
年度比

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
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．１年内償還予定の
転換社債

 －   52   403   △351

２．未払法人税等  191   4   －   4

３．その他  82   125   121   4

流動負債合計   273 0.5  181 0.4  524 1.0 △342

Ⅱ　固定負債            

１．転換社債  590   －   －   －

固定負債合計   590 1.2  － －  － － －

負債合計   863 1.7  181 0.4  524 1.0 △342

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   7,121 14.0  － －  7,300 14.2 △7,300

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  22,844   －   23,022    

資本剰余金合計   22,844 45.0  － －  23,022 44.9 △23,022

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  928   －   928    

２．任意積立金  18,750   －   18,750    

３．中間（当期）　　
未処分利益

 1,020   －   1,593    

利益剰余金合計   20,699 40.8  － －  21,272 41.4 △21,272

Ⅳ　自己株式   △767 △1.5  － －  △783 △1.5 783

資本合計   49,897 98.3  － －  50,812 99.0 △50,812

負債・資本合計   50,761 100.0  － －  51,336 100.0 △51,336

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  7,501 14.6  － － 7,501

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   23,223   －    

(2）その他資本剰
余金

 －   0   －    

資本剰余金合計   － －  23,224 45.2  － － 23,224

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  －   928   －    

(2）その他利益剰
余金

 －   20,315   －    

別途積立金  －   18,750   －    

繰越利益剰余
金

 －   1,566   －    

利益剰余金合計   － －  21,244 41.3  － － 21,244

４．自己株式   － －  △795 △1.5  － － △795

株主資本合計   － －  51,173 99.6  － － 51,173

Ⅱ　新株予約権   － －  13 0.0  － － 13

純資産合計   － －  51,187 99.6  － － 51,187

負債純資産合計   － －  51,369 100.0  － － 51,369
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(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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益            

１．売上高  5,871   －    5,871   

２．受取配当金  －   1,084    1,171   

３．経営指導料  186 6,057 100.0 372 1,456 100.0 △4,601 558 7,600 100.0

Ⅱ　売上原価   1,799 29.7  － － △1,799  1,799 23.7

営業総利益   4,258 70.3  － － △2,802  5,801 76.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  3,193 52.7  － － △3,193  3,193 42.0

Ⅳ　営業費用   228 3.8  398 27.4 170  575 7.6

営業利益   836 13.8  1,057 72.6 221  2,031 26.7

Ⅴ　営業外収益 ※１  180 3.0  6 0.4 △174  180 2.4

Ⅵ　営業外費用 ※２  34 0.6  11 0.8 △22  34 0.4

経常利益   982 16.2  1,051 72.2 69  2,177 28.7

Ⅶ　特別損失 ※３  25 0.4  － － △25  25 0.4

税引前中間
（当期）純利益

  957 15.8  1,051 72.2 94  2,152 28.3

法人税、住民税
及び事業税

 186   0    190   

法人税等調整額  122 308 5.1 1 2 0.1 △305 145 336 4.4

中間（当期）
純利益

  649 10.7  1,049 72.1 399  1,816 23.9

前期繰越利益   538       538  

自己株式処分差
損 

  166   －    166  

中間配当額   －   －    594  

中間（当期）
未処分利益

  1,020   －    1,593  
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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 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計特別償却

準備金
別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

(百万円)
7,300 23,022 － 23,022 928 0 18,750 1,593 21,272

中間会計期間中の変動額

新株の発行 201 200  200      

特別償却準備金の取崩し

（注）
     △0  0 －

剰余金の配当（注）        △1,077 △1,077

中間純利益        1,049 1,049

自己株式の取得          

自己株式の処分   0 0      

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

(百万円)
201 200 0 201 － △0 － △27 △27

平成18年９月30日　残高

(百万円)
7,501 23,223 0 23,224 928 － 18,750 1,566 21,244

 株主資本

新株予約権 純資産合計

自己株式
株主資本
合計

平成18年３月31日　残高

(百万円)
△783 50,812 － 50,812

中間会計期間中の変動額

新株の発行  401  401

特別償却準備金の取崩し

（注）
 －  －

剰余金の配当（注）  △1,077  △1,077

中間純利益  1,049  1,049

自己株式の取得 △13 △13  △13

自己株式の処分 0 1  1

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
  13 13

中間会計期間中の変動額合計

(百万円)
△12 361 13 375

平成18年９月30日　残高

(百万円)
△795 51,173 13 51,187

（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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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．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社及び関連会社株式

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）

 

 

 

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合への出

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

じて入手可能な最近の決算書

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。

 

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合への出

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

じて入手可能な最近の決算書

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。

(2）デリバティブ

時価法

(2）　　　──────

 

(2）デリバティブ

時価法

(3）たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

移動平均法による原価法

(3）たな卸資産

貯蔵品

移動平均法による原価法

(3）たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

移動平均法による原価法

製品・仕掛品

総平均法による原価法

 

 

製品・仕掛品

総平均法による原価法

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、定額法によっ

ております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　　８～18年

工具器具及び備品　５～20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

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

均等償却

(3) 　　　──────

 

(3）長期前払費用

均等償却

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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

上することとしております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左
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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）

(2）投資損失引当金

　関係会社株式の価値の減少によ

る損失に備えるため、投資先の財

政状態の実情を勘案し、個別検討

による必要額を見積計上すること

としております。 

(2） 　　　──────

 

(2）投資損失引当金

　関係会社株式の価値の減少によ

る損失に備えるため、投資先の財

政状態の実情を勘案し、個別検討

による必要額を見積計上すること

としております。 

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。

 ────── 　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

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、為替予約及び通貨スワッ

プについては、振当処理の要件を

満たしている場合は振当処理を採

用しております。

　また、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップについては、

特例処理を採用しております。

(1） 　　　──────

 

(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、為替予約及び通貨スワッ

プについては、振当処理の要件を

満たしている場合は振当処理を採

用しております。

　また、特例処理の要件を満たし

ている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）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2） 　　　────── (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

為替予約
 外貨建輸出入

取引

金利スワップ  借入金

 ヘッジ手段  ヘッジ対象

為替予約
 外貨建輸出入

取引

金利スワップ  借入金

(3）ヘッジ方針

　当社内規に基づき、為替相場変

動リスク及び金利変動リスクを

ヘッジしております。

　原則として、実需に基づくもの

を対象としてデリバティブ取引を

行っており、投機目的のデリバ

ティブ取引は行っておりません。

(3） 　　　──────

 

(3）ヘッジ方針

　当社内規に基づき、為替相場変

動リスク及び金利変動リスクを

ヘッジしております。

　原則として、実需に基づくもの

を対象としてデリバティブ取引を

行っており、投機目的のデリバ

ティブ取引は行っておりません。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象につ

いて、個別取引毎のヘッジ効果を

検証しております。ただし、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象に関する元

本・利率・期間等の重要な条件が

同一の場合は、ヘッジ効果が極め

て高いことから、ヘッジの有効性

の判断は省略しております。

(4） 　　　──────

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象につ

いて、個別取引毎のヘッジ効果を

検証しております。ただし、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象に関する元

本・利率・期間等の重要な条件が

同一の場合は、ヘッジ効果が極め

て高いことから、ヘッジの有効性

の判断は省略しております。

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

消費税及び地方消費税の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、仮受消費税等と仮払消費

税等は相殺のうえ、流動資産「そ

の他」に含めて表示しております。

消費税及び地方消費税の会計処理

同左

消費税及び地方消費税の会計処理

　税抜方式によっております。
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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））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））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。

──────

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

51,173百万円であります。

　なお、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、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。

──────

 

────── （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）及び「ストック・オプ

ション等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11号　平成18年５月31

日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益は、それぞれ13百万円減少して

おります。

──────

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）

（財政状態の変動について）

　当社は、平成17年７月１日に持株会社へ移行

しております。

　このため、当中間会計期間の財政状態は前事

業年度と比較して大きく変動しております。

────── （財政状態の変動について）

　当社は、平成17年７月１日に持株会社へ移行

しております。

　このため、当事業年度の財政状態は前事業年

度と比較して大きく変動しております。
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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

3百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

16百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

9百万円

　２．　　　　────── 　２．当社は、財務体質の強化及び機動的な資

金調達枠の確保の観点から、取引金融機

関と貸出コミットメント契約を締結して

おります。この契約に基づく当中間期末

の借入未実行残高は、次のとおりであり

ます。

貸出コミットメントの総額 10,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 10,000百万円

　２．当社は、財務体質の強化及び機動的な資

金調達枠の確保の観点から、取引金融機

関と貸出コミットメント契約を締結して

おります。この契約に基づく当期末の借

入未実行残高は、次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 10,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 10,000百万円

（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．営業外収益のうち主要なもの ※１．　　　　────── ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取配当金 134 百万円 

業務受託収入 19 百万円 

受取配当金 134 百万円 

業務受託収入 19 百万円 

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．　　　　────── ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 24 百万円 支払利息 24 百万円 

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．　　　　────── ※３．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 20 百万円 固定資産除却損 20 百万円 

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

有形固定資産 349 百万円 

無形固定資産 90 百万円 

有形固定資産 5 百万円 

無形固定資産 1 百万円 

有形固定資産 356 百万円 

無形固定資産 91 百万円 

 (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）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末

　株式数（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末

株式数（千株）

 普通株式　（注） 532 4 0 536

 　　　　合計 532 4 0 536

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少０千株は、単元未

満株式の売渡しによるものであります。

（リース取引関係）

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券関係）

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時価の

あるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年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 838円79銭

１株当たり中間純利益金額 11円01銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
10円77銭

１株当たり純資産額 849円82銭

１株当たり中間純利益金額 17円46銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
17円37銭

１株当たり純資産額 849円22銭

１株当たり当期純利益金額 30円62銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
30円12銭

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下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）純利益金額    

中間（当期）純利益　　　　　（百万円） 649 1,049 1,816

普通株主に帰属しない金額　　（百万円） － － －

　（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）純利益

　　　　　　　　　　　　　　（百万円）
649 1,049 1,816

期中平均株式数　　　　　　　（株） 58,972,420 60,073,933 59,340,472

    

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額　　（百万円） － － －

普通株式増加数　　　　　　　（株） 1,291,967 331,059 967,920

（うち転換社債） (1,033,772) (175,377) (730,175)

（うち新株予約権） (258,195) (155,682) (237,745)

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）純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要

───── ───── ─────
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