
  
 

平成19年3月期 中間決算短信（連結） 平成18年11月15日

上場会社名 理研計器株式会社 上場取引所 東

コード番号 7734 本社所在都道府県 東京都

 (URL　http://www.rikenkeiki.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　小井土　武

問合せ先責任者　役職名 執行役員経理部長 氏名　松本　哲哉 ＴＥＬ（03)3966-1128

中間決算取締役会開催日 平成18年11月15日

米国会計基準採用の有無 　　　　　無

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 （単位：百万円未満は切捨表示）

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 10,025 3.8 1,234 △4.6 1,374 △6.4

17年9月中間期 9,657 2.5 1,294 6.0 1,468 11.0

18年3月期 19,818 2,205 2,431

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 901 5.7 40 17 39 62

17年9月中間期 853 9.4 38 05 － －

18年3月期 1,491 64 48 － －

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 70百万円 17年9月中間期 43百万円 18年3月期 49百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年9月中間期  22,442,639株 17年9月中間期 22,424,832株 18年3月期 22,415,997株

③会計処理の方法の変更 　無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）連結財政状態  

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 28,050 18,637 66.4 820 41

17年9月中間期 25,227 17,073 67.7 761 61

18年3月期 26,252 17,772 67.7 791 35

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 22,706,002株 17年9月中間期 22,417,502株 18年3月期 22,400,244株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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 1,176 △393 537 4,598

17年9月中間期 622 △218 △370 3,627

18年3月期 793 △639 △535 3,237

(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 8社 持分法適用非連結子会社数 1社 持分法適用関連会社数 4社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社　 （除外） －社 持分法（新規） －社　 （除外） －社

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

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 20,200 2,800 1,750

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　  77円07銭

※　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、実際の業績は、今後の様々
な要因によって予想数値と異なる場合があります。
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料5ページをご参照下さい。
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１．企業集団等の状況

　当社グループは、当社、子会社11社及び関連会社８社で構成され、ガス警報機器の製造販売を主な内容とし、さら

にこれに係わるアフターメンテナンスサービスの事業活動を展開しており、これらの事業を１セグメントとしており

ます。

　事業の過半を占める当該事業の系統図は、次のとおりであります。

 

子会社 
㈱理研計器奈良 
製作所 

関連会社 
東京ミクロ精器㈱ 

子会社 
㈱理研計器恵山 
製作所 

関連会社 
理研フィガロ㈱ 

子会社 

理研サービス㈱ 

理研計器九州サービス㈱ 

理研計器中部サービス㈱ 

理研計器中国サービス㈱ 

理研計器北海道サービス㈱ 

理研計器関西サービス㈱ 

得意先 

アフターメンテナンス
サービス 

リース 

アフターメンテナンス
サービス 

製品 

製品・部品 

商品 

子会社 
理研計器リース㈱ 

製品 
（組立加工） 

半製品 
（センサ製造） 

当社 

ガス警報機器 その他 

子会社 
理研実業股有限公司 

関連会社 
RKI INSTRUMENTS INC. 
RK INSTRUMENTS(S)PTE LTD 
RKI ANALYTICAL 

INSTRUMENTS GMBH 
HIDEO NAKAYAMA IMP. 
 EXP.COM.E IND.LTDA. 
RIKEN KEIKI KOREA CO.,LTD 

 
関連会社 
水上物産㈱ 

部品 

製品 

子会社 
理研計器テクノ
クラート㈱ 

技術業務 
請負 

　連結子会社及び持分法適用会社は、次のとおりであります。

連結子会社

株式会社理研計器奈良製作所

株式会社理研計器恵山製作所

理研サービス株式会社

理研計器九州サービス株式会社

理研計器中部サービス株式会社

理研計器中国サービス株式会社

理研計器北海道サービス株式会社

理研実業股份有限公司

持分法適用非連結子会社

理研計器関西サービス株式会社

持分法適用関連会社

東京ミクロ精器株式会社

理研フィガロ株式会社

RKI INSTRUMENTS INC.

RK INSTRUMENTS(S)PTE LTD
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２．経営方針

［経営の基本方針］

　当社グループは、産業防災保安機器メーカーとして、今後ますます災害防止と環境保全が求められる時代の中でよ

り高度で確実な技術を開発し、「人々が安心して働ける環境づくり」を目指し、社会に貢献することを基本理念とし

ております。

　また、株主をはじめとし、従業員、取引先等のステークホルダーの信頼と期待に応え、共存共栄を図ることを行動

指針として企業価値の向上に努めてまいります。

［利益配分に関する基本方針］

　当社グループは株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして考えており、配当性向並びに株主資本配当率、

財務状況等を総合的に勘案し、継続した安定配当を行うことを基本方針としております。

　また、内部留保資金につきましては、研究開発、製造設備の増強、販売網の拡充等、今後の事業展開のために投資

し、将来的には収益の拡大を通して株主の皆様へ還元できるものと考えております。

［中長期的な経営戦略］

　当社グループは、産業用ガス検知警報器分野での国内トップメーカーから、「21世紀には世界一のガス検知器メー

カーになろう」を中長期的な目標に掲げ、①競争力（価格・技術・品質）の強化、②販売サービス体制の拡充を積極

的に推進しております。

　競争力強化の具体策としては、自社独自の技術による新製品の開発により、「多機能化」「小型化」「高信頼性」

を実現する製品差別化戦略で、価格・技術・品質面での競争力の強化を目指します。

　販売サービス体制の拡充につきましては、全国各地に営業所、サービス会社を配置し、運用面での技術指導から保

守点検に至るまで万全なサービスネットを構築し、ユーザーニーズを素早くキャッチアップする体制をさらに強化す

る方針であります。

　また、当社におきましては、品質管理システムの国際標準規格である「ＩＳＯ　9001」、環境マネジメントシステ

ムの国際標準規格である「ＩＳＯ　14001」に基づく経営管理体制を確立しており、企業競争力の強化と同時に、環境

にも配慮した企業経営を今後とも推進していく所存であります。

［対処すべき課題］

　当社グループにおきましては、価格競争の激化による厳しい経営環境の中、品質管理体制とサービス体制の更なる

充実、常にお客様のニーズを的確にとらえた新製品の開発、生産工程の効率化と省力化による原価低減、一層徹底し

た経費の削減、国内外への積極的な販売活動に努め、全社をあげて今後の業績の確保を図っていく所存であります。
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３．経営成績及び財政状態

 

 

(1)経営成績

（当中間期の概況）

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、引き続き好調な企業収益を背景に民間設備投資も拡大基調にあるなか、

雇用情勢、個人消費も改善傾向を示すなど、景気は堅調に推移しました。

　当社の属する産業防災保安機器業界におきましても、価格面については引き続き厳しい状況下にあるものの、半導

体・液晶関連業界を中心とした民間設備投資の増加に支えられ需要は堅調に推移しました。

　このような情勢のなかで、当社グループは“新技術開発力を強化し、高品質の製品を世界市場に供給しよう”をス

ローガンに掲げ、新製品開発への積極的投資、品質管理体制並びにサービス体制の充実、生産の合理化による原価低

減、徹底した経費の削減に取り組んでまいりました。

　これらの諸施策の結果、売上高は１００億２千５百万円（前年同期比３．８％増）と前年同期比で増収となりまし

た。利益面につきましては、市場獲得競争の激化による販売価格低下の影響や内部管理コストの増加もあり、経常利

益は１３億７千４百万円（前年同期比６．４％減）と前年同期比で減益となりました。中間純利益は確定拠出年金制

度への一部移行に伴う退職給付引当金戻入益が特別利益に計上されたため９億１百万円（前年同期比５．７％増）と

前期同期比で増益となりました。

　中間配当金につきましては、予定通り１株につき普通配当８円５０銭とさせていただきます。

　次に、機種別の売上の概況は、以下のとおりとなっております。

定置型ガス検知警報機器

　システムコンポーネントの「マルチガス検知警報器」は、半導体・液晶関連業界を中心とした活発な設備投資や石

油化学業界の設備更新需要に支えられ売上は堅調に推移しました。　　　　　　　　  

　この結果、売上高は６５億３千５百万円（前年同期比 ３．７％増）となりました。

可搬型ガス検知警報機器

　各作業現場向けの「ポケッタブルマルチガスモニター」、「ポータブルマルチガスモニター」は、安全・保安意識

の高まりにより、鉄鋼・石油精製業界等からの需要に支えられ、売上は好調に推移しました。

　また半導体・液晶業界向けの「超高感度毒性ガスモニター」は、前年同期並みに推移しました。

　この結果、売上高は２７億９千５百万円（前年同期比 ９.２％増）となりました。

その他測定機器

　「光波干渉式ガス濃度計」は、需要一巡等により売上は減少しました。

　「表面分析装置」は、前年同期並みに推移しましたが、当上期に投入しました新製品「可搬型複合Ｘ線分析装置」

は、売上に寄与しました。

　「自動プレス機の監視装置」は、堅調に推移しましたが、「その他取扱製品」は自社開発の代替製品の投入により

売上は減少しました。

　この結果、売上高は６億９千３百万円（前年同期比 １２.９％減）となりました。
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(2）財政状態

　当中間連結会計期間末における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、１３

億６千万円（４２.０%）増加し、４５億９千８百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ５億５千４百万円（８９.０%）増加し、１１億７千６百万円とな

りました。これは、主に法人税等の支払額の減少、仕入債務が増加したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ１億７千５百万円（８０.３%）増加し、３億９千３百円となりま

した。これは、主に有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ９億７百万円増加し、５億３千７百万円となりました。これは、

主に転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであります。

(3）通期の業績予想

　今後のわが国経済は、引き続き緩やかな拡大基調を辿るものと期待されますが、米国経済の減速や金利上昇、為替

レートの動向等、不透明感があることから予断を許さぬ状況で推移するものと思われます。

  産業防災保安機器業界におきましては、需要は引き続き堅調に推移し、販売数量面では寄与するものと思われます

が、市場獲得競争の激化による販売価格の低下懸念は拭えず、厳しい経営環境で推移するものと予測されます。

  このような環境のもと、当社グループは結束力を高め防災保安機器メーカーとして品質管理体制並びにサービス体

制の充実、ユーザーニーズにそった製品開発、生産体制の効率化と省力化による原価低減、経費削減に努めると同時

に国内外での積極的な販売活動を展開し、今後の業績確保を図ってまいります。

  平成１８年度の連結業績見込みは、次のとおりであります。

売上高 ２０２億円 （前期比 １．９％増）

営業利益 ２６億円 （前期比 １７．９％増）

経常利益 ２８億円 （前期比 １５．１％増）

当期純利益 １７億５千万円 （前期比 １７．３％増）
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(4）事業等のリスク

　当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下

のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものであります。

   ①法的規制について

　　 当社グループが取り扱うガス検知警報機器類の設置義務及び保守点検については、主に以下の法的規制があり

　 ます。

　　 新たな法規制や改廃は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ・高圧ガス保安法 一般高圧ガス保安規則 

液化石油ガス保安規則 

コンビナート等保安規則 

冷凍保安規則 

・労働安全衛生法 労働安全衛生規則 

酸素欠乏症等防止規則 

・道路運送車輌法 施行規則 

②製品の欠陥について

　当社グループは、品質管理の国際規格に基づく製品製造並びに内部基準による保守・点検業務を行っておりますが、

製品の欠陥や製品設置時の調整ミス等に起因する誤作動により、ユーザーに物的・人的損害を与える可能性がありま

す。

　また、製造物及び完成作業リスクを対象とした総合賠償責任保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担す

る賠償額を十分にカバーできるという保証はありません。

　製造物責任賠償につながるような重大な製品の欠陥や調整作業ミスは、多額の費用や当社グループの評価に重大な影

響を与え、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

③研究開発について

　当社グループは、電気・物理・化学など幅広い技術力をベースに、ガスセンサーの研究開発から、最先端技術を駆使

した新製品の開発を最も重要な経営課題としております。

　製品の開発には、ユーザーニーズにそった使用目的・使用場所に応じた新技術開発を行っておりますが、当社グルー

プの経営成績に寄与する保証はありません。

④設備投資動向の変動について

　当社グループが取り扱うガス検知警報機器の需要は、主にエレクトロニクス・石油化学・船舶業界等の民間設備投資、

電力・ガスを含む公共設備投資の動向に左右されます。

　よって、経済環境の変化による設備投資の変動は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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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）

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 3,027,509 3,847,283 3,187,846

２　受取手形及び売掛金 ※３ 7,691,404 8,542,148 8,271,920

３　有価証券 600,382 751,388 50,059

４　たな卸資産 3,028,532 3,092,915 3,086,432

５　その他 616,404 697,171 639,471

貸倒引当金 △1,968 △2,289 △2,716

流動資産合計 14,962,264 59.3 16,928,618 60.4 15,233,013 58.0

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産
※１
※２

(1）建物及び構築物 5,792,241 5,881,029 5,874,508

減価償却累計額 3,318,232 2,474,008 3,532,442 2,348,587 3,429,734 2,444,774

(2）土地 3,259,109 3,348,290 3,301,033

(3）その他 2,885,343 3,275,926 3,061,525

減価償却累計額 2,052,397 832,946 2,252,461 1,023,464 2,170,326 891,199

有形固定資産合計 6,566,064 (26.0) 6,720,342 (23.9) 6,637,006 (25.3)

２　無形固定資産

(1) 連結調整勘定 19,549 － 15,555

(2) のれん － 11,561 －

(3) その他 22,790 22,790 22,790

無形固定資産合計 42,339 (0.2) 34,352 (0.1) 38,346 (0.1)

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 2,683,006 3,150,459 3,204,245

(2）その他 1,000,760 1,219,744 1,163,958

貸倒引当金 △26,493 △2,815 △24,146

投資その他の資産合計 3,657,272 (14.5) 4,367,387 (15.6) 4,344,056 (16.6)

固定資産合計 10,265,677 40.7 11,122,082 39.6 11,019,409 42.0

資産合計 25,227,942 100.0 28,050,701 100.0 26,252,423 100.0

－ 7 －



前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び買掛金 ※３ 2,475,964 2,796,908 2,482,696

２　短期借入金 ※１ 861,529 1,017,040 812,040

３　未払法人税等 487,128 542,634 413,956

４　賞与引当金 333,371 364,648 337,144

５　製品保証引当金 92,516 116,384 98,711

６　製品販売損失引当金 8,521 － －

７　その他 791,625 1,093,869 906,653

流動負債合計 5,050,656 20.0 5,931,485 21.2 5,051,203 19.3

Ⅱ　固定負債

１　社債 600,000 600,000 600,000

２　転換社債型新株予約権付社
債

－ 700,000 －

３　長期借入金 ※１ 1,206,930 839,890 1,277,660

４　退職給付引当金 858,813 427,798 815,237

５　役員退職慰労引当金 384,232 437,072 407,177

６　その他 45,145 476,906 319,704

固定負債合計 3,095,121 12.3 3,481,668 12.4 3,419,779 13.0

負債合計 8,145,777 32.3 9,413,153 33.6 8,470,982 32.3

（少数株主持分）

少数株主持分 8,789 0.0 － － 8,654 0.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,565,500 10.2 － － 2,565,500 9.8

Ⅱ　資本剰余金 2,545,508 10.1 － － 2,545,508 9.7

Ⅲ　利益剰余金 12,010,445 47.6 － － 12,464,189 47.5

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 703,728 2.8 － － 956,150 3.6

Ⅴ　為替換算調整勘定 5,402 0.0 － － 17,931 0.1

Ⅵ　自己株式 △757,209 △3.0 － － △776,493 △3.0

資本合計 17,073,374 67.7 － － 17,772,787 67.7

負債、少数株主持分及び
資本合計

25,227,942 100.0 － － 26,252,423 100.0

－ 8 －



前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本  

　１　資本金  － － 2,565,500 9.1 － －

　２　資本剰余金  － － 2,654,459 9.5 － －

　３　利益剰余金  － － 13,122,497 46.8 － －

　４　自己株式  － － △586,791 △2.1 － －

　　株主資本合計  － － 17,755,664 63.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等      －  

１　その他有価証券評価差額金  － － 851,143 3.0 － －

　２　為替換算調整勘定  － － 21,315 0.1 － －

評価・換算差額等合計  － － 872,459 3.1 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 9,423 0.0 － －

純資産合計  － － 18,637,548 66.4 － －

負債純資産合計  － － 28,050,701 100.0 － －

           

－ 9 －



(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 9,657,410 100.0 10,025,073 100.0 19,818,133 100.0

Ⅱ　売上原価 5,917,303 61.3 6,229,889 62.1 12,825,562 64.7

売上総利益 3,740,106 38.7 3,795,184 37.9 6,992,571 35.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１　手数料 218,429 256,927 440,276

２　広告宣伝費 46,954 59,596 130,642

３　給料諸手当 621,453 638,665 1,398,371

４　賞与引当金繰入額 141,817 159,867 119,868

５　退職給付費用 42,913 27,056 △5,551

６　役員退職慰労引当金繰入額 17,017 53,655 35,918

７　研究開発費 483,454 504,682 918,001

８　減価償却費 39,806 48,753 85,710

９　その他 833,587 2,445,434 25.3 811,013 2,560,218 25.6 1,664,099 4,787,336 24.2

営業利益 1,294,671 13.4 1,234,965 12.3 2,205,234 11.1

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 1,971 2,614 4,622

２　受取配当金 19,626 22,721 26,840

３　受取保険金 － 88,890 －

４　関係会社賃貸収入 12,997 13,268 25,994

５　為替差益 54,098 10,117 69,256

６　持分法による投資利益 43,154 70,879 49,476

７　その他 64,608 196,455 2.0 12,050 220,543 2.2 94,509 270,701 1.4

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 19,582 20,127 38,637

２　社債発行費 － 16,001 －

３　社葬費用 － 43,629 －

４　その他 2,601 22,183 0.2 1,084 80,842 0.8 5,461 44,099 0.2

経常利益 1,468,943 15.2 1,374,665 13.7 2,431,836 12.3

－ 10 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

１　投資有価証券売却益 － － 598

２　ゴルフ会員権売却益 － 206 －

３　貸倒引当金戻入額 1,391 2,496 1,650

４　確定拠出年金制度への一部移
行に伴う退職給付引当金戻入
益

－   151,083   －   

５　移転補償金 － 1,391 0.1 1,163 154,949 1.5 2,710 4,958 0.0

Ⅶ　特別損失

１　固定資産売却損 － 149 145

２　固定資産除却損 1,889 1,838 4,201

３　投資有価証券評価損 － － 5,000

４　役員退職慰労金 4,181 － 4,445

５　ゴルフ会員権売却損 － 813 －

６　ゴルフ会員権評価損 － 10 －

７　貸倒引当金繰入額 － 6,070 0.1 － 2,811 0.0 170 13,961 0.1

税金等調整前中間（当期）純
利益

1,464,264 15.2 1,526,803 15.2 2,422,833 12.2

法人税、住民税及び事業税 465,440 524,797 863,056

法人税等調整額 145,012 610,452 6.4 99,555 624,353 6.2 67,793 930,849 4.7

少数株主利益又は少数株主損
失(△)

 632 0.0  869 0.0  263 0.0

中間（当期）純利益 853,178 8.8 901,580 9.0 1,491,720 7.5

－ 11 －



(3) 中間連結剰余金計算書及び中間株主資本等変動計算書

 中間連結剰余金計算書  

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,545,508 2,545,508

Ⅱ　資本剰余金中間期末
（期末）残高

2,545,508 2,545,508

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 11,386,599 11,386,599

Ⅱ　利益剰余金増加高

中間（当期）純利益 853,178 853,178 1,491,720 1,491,720

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　配当金 202,332 370,829

２　役員賞与
（うち監査役分）

27,000
(2,500)

229,332
43,300
(4,350)

414,129

Ⅳ　利益剰余金中間期末
（期末）残高

12,010,445 12,464,189

－ 12 －



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　　　
（千円）

2,565,500 2,545,508 12,464,189 △776,493 16,798,704

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △213,272  △213,272

役員賞与   △30,000  △30,000

中間純利益   901,580  901,580

自己株式の取得    △1,360 △1,360

自己株式の処分  108,951  191,062 300,013

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　　　　　　　　 　（千円)

－ 108,951 658,307 189,701 956,960

平成18年９月30日　残高　 　　
　

（千円）
2,565,500 2,654,459 13,122,497 △586,791 17,755,664

評価・換算差額等

少数株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算差額等

合計

平成18年３月31日　残高　　　
　　　

（千円）
956,150 17,931 974,082 8,654 17,781,441

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △213,272

役員賞与     △30,000

中間純利益     901,580

自己株式の取得     △1,360

自己株式の処分     300,013

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）

△105,007 3,383 △101,623 769 △100,853

中間連結会計期間中の変動額合
計　              　 （千円)

△105,007 3,383 △101,623 769 856,106

平成18年９月30日　残高
（千円）

851,143 21,315 872,459 9,423 18,637,548

－ 13 －



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

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

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

１　税金等調整前中間（当
期）純利益

1,464,264 1,526,803 2,422,833

２　減価償却費 231,031 220,415 495,476
３　連結調整勘定償却 3,993 － 7,987
４　のれん償却額 － 3,993 －
５　固定資産売却損 － 149 145
６　固定資産除却損 1,889 1,838 4,201
７　投資有価証券評価損 － － 5,000
８　投資有価証券売却益 － － △598
９　ゴルフ会員権売却益 － △206 －
10　ゴルフ会員権売却損 － 813 －
11　貸倒引当金の減少額

（△）又は増加額
△7,173 △21,744 △8,985

12　賞与引当金の減少額
（△）又は増加額

△3,095 27,504 677

13　製品保証引当金の減少
額（△）又は増加額

19,151 17,672 25,346

14　製品販売損失引当金の
減少額（△）又は増加
額

△109,176 － △117,697

15　退職給付引当金の減少
額（△）又は増加額

△96,221 △387,438 △139,797

16　役員退職慰労引当金の
減少額（△）又は増加
額

△56,548 29,895 △33,604

17　受取利息及び受取配当
金

△21,597 △25,336 △31,463

18　支払利息 19,582 20,127 38,637
19　社債発行費 － 16,001 －
20　為替差益（△）又は差

損
△45,313 △41,750 △67,333

21　持分法による投資利益 △43,154 △70,879 △49,476
22　売上債権の増加額

（△）又は減少額
△152,297 △271,535 △728,277

23　たな卸資産の増加額
（△）又は減少額

△125,248 △6,986 △180,125

24　仕入債務の減少額
（△）又は増加額

145,813 315,321 146,134

25　未払消費税等の減少額
（△）又は増加額

△40,520 △5,945 △39,488

26　役員賞与の支払額 △27,000 △30,000 △43,300
27　その他資産及び負債の

増減額
66,324 248,518 169,570

小計 1,224,701 1,567,233 1,875,859
28　利息及び配当金の受取

額
21,957 25,886 31,688

29　利息の支払額 △19,565 △20,111 △38,637
30　法人税等の支払額 △604,388 △396,089 △1,075,469
営業活動によるキャッ
シュ・フロー

622,705 1,176,919 793,442

－ 14 －



前中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

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

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

１　有形固定資産の取得に
よる支出

△196,237 △346,011 △534,920

２　有形固定資産の売却に
よる収入

－ 0 380

３　投資有価証券の取得に
よる支出

△11,934 △52,335 △114,029

４　投資有価証券の売却に
よる収入

－ － 10,671

５　ゴルフ会員権の売却に
よる収入

－ 4,862 －

６　貸付けによる支出 △10,000 △5,000 △12,000
７　貸付金の回収による収

入
75 5,240 10,135

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△218,096 △393,242 △639,762

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

１　短期借入金の純増減額 － 200,000 －
２　長期借入れによる収入 100,000 － 400,000
３　長期借入金の返済によ

る支出
△255,886 △432,770 △534,645

４　転換社債型新株予約権
付社債の発行による収
入

－ 983,998 －

５　自己株式の純増加額 △12,388 △647 △30,794
６　配当金の支払額 △201,902 △213,174 △370,413
財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△370,176 537,407 △535,853

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

55,891 39,682 82,511

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額又は減少額（△）

90,323 1,360,766 △299,662

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

3,537,569 3,237,906 3,537,569

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※ 3,627,892 4,598,672 3,237,906

－ 15 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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　連結の範囲に関する事項 １　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　８社 (1）連結子会社の数　８社 (1）連結子会社の数　８社

連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称

㈱理研計器奈良製作所

㈱理研計器恵山製作所

理研サービス㈱

理研計器九州サービス㈱

理研計器中部サービス㈱

理研計器中国サービス㈱

理研計器北海道サービス㈲

理研実業股份有限公司

㈱理研計器奈良製作所

㈱理研計器恵山製作所

理研サービス㈱

理研計器九州サービス㈱

理研計器中部サービス㈱

理研計器中国サービス㈱

理研計器北海道サービス㈱

理研実業股份有限公司

㈱理研計器奈良製作所

㈱理研計器恵山製作所

理研サービス㈱

理研計器九州サービス㈱

理研計器中部サービス㈱

理研計器中国サービス㈱

理研計器北海道サービス㈲

理研実業股份有限公司

(2）非連結子会社名 (2）非連結子会社名 (2）非連結子会社名

理研計器関西サービス㈱

理研計器リース㈱

理研計器テクノクラート㈱

　　　 同左 　　　 同左

連結の範囲から除いた理由 連結の範囲から除いた理由 連結の範囲から除いた理由

非連結子会社３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。

　　　 同左 非連結子会社３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

めであります。

２　持分法の適用に関する事項 ２　持分法の適用に関する事項 ２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社数　１社 (1）持分法を適用した非連結子会社数　１社 (1）持分法を適用した非連結子会社数　１社

会社等の名称 　　　 同左 　　　 同左

理研計器関西サービス㈱

(2）持分法を適用した関連会社数　４社 (2）持分法を適用した関連会社数　４社 (2）持分法を適用した関連会社数　４社

主要な会社等の名称 　　　 同左 　　　 同左

東京ミクロ精器㈱

RKI INSTRUMENTS INC.

(3）持分法を適用しない非連結子会社及び関

連会社のうち主要な会社等の名称

(3）持分法を適用しない非連結子会社及び関

連会社のうち主要な会社等の名称

(3）持分法を適用しない非連結子会社及び関

連会社のうち主要な会社等の名称

理研計器リース㈱

水上物産㈱

　　　 同左 　　　 同左

持分法を適用しない理由 持分法を適用しない理由 持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、それぞれ中間純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用から除外し

ております。

　　　 同左 持分法非適用会社は、それぞれ当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用から除外し

ております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）持分法の適用の手続について特に記載す

る必要があると認められる事項

(4）持分法の適用の手続について特に記載す

る必要があると認められる事項

(4）持分法の適用の手続について特に記載す

る必要があると認められる事項

持分法適用会社のうち、中間決算日が

中間連結決算日と異なる会社について

は、当該会社の中間会計期間に係る中

間財務諸表を使用しております。

　　　 同左 持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、当該

会社の事業年度に係る財務諸表を使用

しております。

３　連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３　連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の中間決算日は、中間連結

決算日とは異なりすべて６月30日であ

ります。

なお、中間決算日と中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引については必

要な調整を行っております。

　　　 同左 連結子会社の決算日は、連結決算日と

は異なりすべて12月31日であります。

なお、決算日と連結決算日との間に生

じた重要な取引については必要な調整

を行っております。

４　会計処理基準に関する事項 ４　会計処理基準に関する事項 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 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券 ①　有価証券 ①　有価証券

満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法） 　　　　 同左 　　　　 同左

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの 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）

中間決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

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 時価のないもの 時価のないもの

移動平均法による原価法 　　　　　 同左 　　　　　 同左

②　デリバティブ ②　デリバティブ ②　デリバティブ

時価法 　　　　 同左 　　　　 同左

（但し、特例処理の要件を充たす金

利スワップ取引については時価評価

せず、その金銭の受払の純額を金利

変換の対象となる借入債務に係る利

息に加減して処理）

③　たな卸資産 ③　たな卸資産 ③　たな卸資産

製商品 製商品 製商品

総平均法による原価法（但し、一部

製品については個別原価法）

　　　　 同左 　　　　 同左

半製品 半製品 半製品

総平均法による原価法 　　　　 同左 　　　　 同左

原材料 原材料 原材料

総平均法による原価法

なお、サービス子会社５社は最終仕

入原価法

　　　　 同左 　　　　 同左

仕掛品 仕掛品 仕掛品

総平均法による原価法（但し、一部

仕掛品については個別原価法）

　　　　 同左 　　　　 同左
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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）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　　38年

　　   同左 　　　 同左

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金 ①　貸倒引当金 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勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

　　　　 同左 　　　　 同左

②　賞与引当金 ②　賞与引当金 ②　賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上してお

ります。

　　　　 同左 　　　　 同左

③　製品保証引当金 ③　製品保証引当金 ③　製品保証引当金

保証期間中に発生が見込まれるアフ

ターサービス費用に備えるため、過

去の支出実績を基準にして算出した

見積額を計上しております。

　　　　 同左 　　　　 同左

④　製品販売損失引当金 ────── ──────

受注済製品の販売時の損失に備える

ため、中間連結会計期間末における

未引渡しの受注済製品に対し販売時

に見込まれる損失相当額を計上して

おります。

⑤　退職給付引当金 ④　退職給付引当金 ④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務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。

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。なお年金資産が退職給付

債務を超過しているため、投資その

他の資産「その他」に前払年金費用

122,944千円を計上しております。

（追加情報）

当社は、平成18年４月に適格退職年

金制度について確定拠出年金制度へ

一部移行し、「退職給付制度間の移

行等に関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第１号）に従い、適格

退職年金制度の終了の会計処理を適

用いたしました。本移行に伴う影響

額は特別利益として151,083千円計上

しております。

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。

数理計算上の差異（△213,884千円）

は、発生時に全額費用戻し処理して

おります。

また、連結子会社５社における適格

退職年金制度の財政再計算による過

去勤務債務（264,771千円）は、発生

時に全額費用処理しております。

⑥　役員退職慰労引当金 ⑤　役員退職慰労引当金 ⑤　役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく中間連結会

計期間末要支給額を計上しておりま

す。

　　　　 同左 役員に対する退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引につきましては、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

(5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引について特例処理

の条件を充たしている場合には特例

処理を採用しております。

　　　　 同左 　　　　 同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象 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

　　　　 同左 　　　　 同左

③　ヘッジ方針 ③　ヘッジ方針 ③　ヘッジ方針

金利リスクの低減並びに金融収支改

善のため、対象債務の範囲内でヘッ

ジを行っております。

　　　　 同左 　　　　 同左

④　ヘッジの有効性評価の方法 ④　ヘッジの有効性評価の方法 ④　ヘッジの有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップ

取引については、有効性の判定を省

略しております。

　　　　 同左 　　　　 同左

(6）その他中間連結財務諸表作成のための重

要な事項

(6）その他中間連結財務諸表作成のための重

要な事項

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な

事項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。

なお、仮払消費税及び仮受消費税は相

殺のうえ流動負債「その他」に含めて

表示しております。

　　　 同左 消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。

５　中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

５　中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

５　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）は、

手元現金、随時引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６ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。

　　　 同左 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手

元現金、随時引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６ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。
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中間連結財務諸表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）

当中間連結会計期間から、「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）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。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

18,628,124千円であります。

なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、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、

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。

──────

 　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）

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲記され

ていたものは、当中間連結会計期間から「のれん」と表示してお

ります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却」として掲記

されていたものは、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。
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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）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　担保資産 ※１　担保資産 ※１　担保資産

このうち工場財団設定のうえ、担保に

供されているもの

このうち工場財団設定のうえ、担保に

供されているもの

このうち工場財団設定のうえ、担保に

供されているもの

建物 448,525千円

土地 765,641千円

計 1,214,166千円

建物 420,745千円

土地 765,641千円

計 1,186,386千円

建物 438,982千円

土地 765,641千円

計 1,204,623千円

上記物件に対する 上記物件に対する 上記物件に対する

短期借入金 111,040千円

長期借入金 117,680千円

計 228,720千円

短期借入金 70,640千円

長期借入金 47,040千円

計 117,680千円

短期借入金 67,040千円

長期借入金 94,160千円

計 161,200千円

※２　国庫補助金による有形固定資産(建物)

　　の圧縮記帳額

 132,425千円

※２　国庫補助金による有形固定資産(建物)

　　の圧縮記帳額

 132,425千円

※２　国庫補助金による有形固定資産(建物)

　　の圧縮記帳額

 132,425千円

※３　　　――――――――――― ※３　中間連結会計期間末日満期手形 ※３　　　―――――――――――

 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間

の末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処理

しております。当中間連結会計期間末

日満期手形の金額は、次のとおりであ

ります。

 

 　受取手形　　　　　218,587千円  

 　支払手形　　　　　 59,933千円  

（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）

※　　現金及び現金同等物の中間連結会計期

間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

※　　現金及び現金同等物の中間連結会計期

間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

※　　現金及び現金同等物の連結会計年度末

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

現金及び預金勘定 3,027,509千円

有価証券勘定 600,382千円

現金及び現金同等物 3,627,892千円

現金及び預金勘定 3,847,283千円

有価証券勘定 751,388千円

現金及び現金同等物 4,598,672千円

現金及び預金勘定 3,187,846千円

有価証券勘定 50,059千円

現金及び現金同等物 3,237,906千円
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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（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式　 23,661,000 － － 23,661,000

合計 23,661,000 － － 23,661,000

自己株式     

普通株式　（注） 1,260,756 1,946 307,704 954,998

合計 1,260,756 1,946 307,704 954,998

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,946株は単元未満株式の買取による増加599株、持分法適用会社が取得した自

己株式（当社株式）の当社帰属分1,347株であり、減少307,704株は第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の

新株予約権行使請求による減少及び単元未満株式の売却による減少であります。

  ２．新株予約権に関する事項

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（千株） 
当中間連結会　

計期間末残高

（千円）

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）

 第１回信託型ライツプラン新株予

約権（注） 　　　
 　普通株式 　 － 25,000    － 25,000

       －  

　

 連結子会社  －  －  －  －  －  － －

 合計  －  － 25,000  － 25,000        － 

（注）第１回信託型ライツプランによる新株予約権の増加は、敵対的買収への対応策として平成18年６月29日の定時株主

総会で承認されたことによるものであります。

 

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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 213,272 9.5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

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 193,433 利益剰余金 8.5 平成18年９月30日 平成18年12月６日
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①リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間連結会計期間末

残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間連結会計期間末

残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び連結会計年度末残高

相当額

有形固定資産の

その他

（千円）

取得価額相当額 1,696,575

減価償却累計額相当

額
779,236

中間連結会計期間末

残高相当額
917,338

有形固定資産の

その他

（千円）

取得価額相当額 1,844,993

減価償却累計額相当

額
897,841

中間連結会計期間末

残高相当額
947,151

有形固定資産の

その他

（千円）

取得価額相当額 1,621,091

減価償却累計額相当

額
824,024

連結会計年度末残高

相当額
797,067

   

②　未経過リース料中間連結会計期間末残

高相当額

②　未経過リース料中間連結会計期間末残

高相当額

②　未経過リース料連結会計年度末残高相

当額

１年内 247,391千円

１年超 729,357千円

計 976,749千円

１年内 262,265千円

１年超 744,371千円

計 1,006,636千円

１年内 237,905千円

１年超 618,243千円

計 856,148千円

   

③　支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 133,727千円

減価償却費相当額 120,949千円

支払利息相当額 16,200千円

支払リース料 148,392千円

減価償却費相当額 133,433千円

支払利息相当額 16,755千円

支払リース料 277,430千円

減価償却費相当額 249,364千円

支払利息相当額 32,578千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

減価償却費相当額の算定方法 同左 同左

・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。

  

利息相当額の算定方法   

・リース料総額とリース物件の取得価

額相当額の差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息

法によっております。
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②有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１　　 満期保有目的の債券で時価のあるもの

　　　 該当事項はありません。

２   　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上

額（千円）
差額（千円）

(1)　株式 881,235 2,067,961 1,186,726

(2)　債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)　その他 － － －

計 881,235 2,067,961 1,186,726

３   　時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

①　非上場株式 125,000

②　公社債投信等 600,382

計 725,382
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当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１　　 満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分
中間連結貸借対照表計上

額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1)　国債・地方債等 － － －

(2)　社債 － － －

(3)　その他 50,000 49,145 △855

計 50,000 49,145 △855

２   　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上

額（千円）
差額（千円）

(1)　株式 985,592 2,420,910 1,435,318

(2)　債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)　その他 － － －

計 985,592 2,420,910 1,435,318

３   　時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

①　非上場株式 110,000

②　公社債投信等 751,388

計 861,388
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前連結会計年度末(平成18年3月31日)

１　　 満期保有目的の債券で時価のあるもの

　　　 該当事項はありません。

２   　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)　株式 983,257 2,595,653 1,612,396

(2)　債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)　その他 － － －

計 983,257 2,595,653 1,612,396

３　　時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

①　非上場株式 110,000

②　公社債投信等 50,059

計 160,059

－ 26 －



③デリバティブ取引

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

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

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から

除いております。

④セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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

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

　当連結グループは各種産業用測定機器の製造、販売を主事業としている専門メーカーで、１セグメントの売

上高は全セグメントの売上高合計の90％超であり、かつ、当該セグメントの営業利益が営業利益の生じている

セグメントの営業利益の合計額の90％超となっております。

　また、当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメントがありません。このため、事業の種類別セグメ

ント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（平成17年４月１日～平成17年９月30日）

　本邦の売上高は全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。

当中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

　本邦の売上高は全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。

前連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（平成17年４月１日～平成17年９月30日）

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 780,860 326,062 143,212 47,264 1,297,401

Ⅱ　連結売上高（千円）     9,657,410

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
8.1 3.3 1.5 0.5 13.4

当中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 992,394 419,917 169,640 50,694 1,632,646

Ⅱ　連結売上高（千円）     10,025,073

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
9.9 4.2 1.7 0.5 16.3

前連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,739,062 708,479 356,919 89,320 2,893,781

Ⅱ　連結売上高（千円）     19,818,133

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
8.8 3.6 1.8 0.4 14.6

　（注）１　海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2）各区分に属する主な国又は地域

①　アジア…………韓国・台湾・中国・シンガポール

②　北米……………アメリカ・カナダ

③　欧州……………ドイツ・ノルウェイ

④　その他の地域…ブラジル・オーストラリア
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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 761円 61銭

１株当たり中間純利益 38円 5銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 820円 41銭

１株当たり中間純利益 40円 17銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益額
39円 62銭 

１株当たり純資産額 791円 35銭

１株当たり当期純利益 64円 48銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、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（千円） 853,178 901,580 1,491,720

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 46,300

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (46,300)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
858,178 901,580 1,445,420

期中平均株式数（千株） 22,424 22,442 22,415

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（千円） － － －

（うち支払利息（税額相当額控除後）） (－) (－) (－)

普通株式増加数（千株） － 313 －

（うち無担保転換社債型新株予約権付社債） (－) (313) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

－

第１回信託型ライツプラン

新株予約権

新株予約権の数

（千個）
25,000

新株予約権の目

的となる株式の

種類 

普通株式

新株予約権の目

的となる株式の

数（千株）

25,000

新株予約権の発

行価格 
無償

新株予約権の行

使期間 

平成18年7月21

日～平成21年7

月20日

－
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（重要な後発事象）

　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）

　　該当事項はありません。

　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）

　　該当事項はありません。

　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）

〔確定拠出年金制度への一部移行〕

　当社は、平成18年４月に適格退職年金制度について確定拠出年金制度へ一部移行し、「退職給付制度間の移行等に関

する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）に従い、適格退職年金制度の終了の会計処理を適用する予定でありま

す。本移行に伴い、翌事業年度において特別利益として約１億５千１百万円計上する見込みであります。
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５．生産、受注及び販売の状況

　事業の種類別セグメント情報を記載しておらず、また複数の事業部門等がありませんので、機種別の情報を記載して

おります。

(1）生産実績

機種別 
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（％） 

定置型ガス検知警報機器（千円） 5,180,586 110.6

可搬型ガス検知警報機器（千円） 2,248,357 100.0

その他測定機器（千円） 595,484 94.6

合計（千円） 8,024,429 106.1

　（注）　金額の表示は、販売価格換算で表示しております。

(2）受注実績

機種別 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

定置型ガス検知警報機器 7,034,065 105.0 2,463,511 116.6

可搬型ガス検知警報機器 2,888,538 116.8 627,177 144.1

その他測定機器 720,882 80.3 341,489 97.3

合計 10,643,486 105.7 3,432,177 118.4

(3）販売実績

機種別 
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（％） 

定置型ガス検知警報機器（千円） 6,535,665 103.7

可搬型ガス検知警報機器（千円） 2,795,796 109.2

その他測定機器（千円） 693,611 87.1

合計（千円） 10,025,073 103.8

　（注）　総販売実績に対し販売実績が10％以上に該当する販売先はありません。
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