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１．平成19年３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。

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 6,239 － 340 － 325 －

17年９月中間期 － － － － － －

18年３月期 11,731 849 823

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 201 － 7,602 03

17年９月中間期 － － － －

18年３月期 468 16,968 52

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 26,465株 17年９月中間期 24,465株 18年３月期 24,985株

②会計処理の方法の変更 有

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であります。

(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 9,893 1,683 17.0 63,596 82

17年９月中間期 － － － － －

18年３月期 7,701 1,659 21.5 60,994 78

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 26,465株 17年９月中間期 24,465株 18年３月期 26,465株

②期末自己株式数 18年９月中間期 －株 17年９月中間期 －株 18年３月期 －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 13,478 962 737

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　27,874円40銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － － － 5,000 － 5,000

19年３月期（実績） － － －  － －  

19年３月期（予想） － － － 5,000 － 5,000

※　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。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
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）

区分
注記
番号

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  1,530,093   515,206   

２．受取手形 ※4 392,119   105,397   

３．売掛金  3,830,007   3,720,223   

４．たな卸資産  1,698,613   1,306,260   

５．関係会社短期貸付金  234,031   456,419   

６．繰延税金資産  116,097   112,329   

７．その他  333,110   405,779   

流動資産合計   8,134,073 82.2  6,621,618 86.0

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※1       

(1）建物  249,742   225,729   

(2）土地  166,179   224,249   

(3）その他  268,394   260,891   

有形固定資産合計   684,316 6.9  710,869 9.3

２．無形固定資産   38,209 0.4  42,057 0.5

３．投資その他の資産        

(1）関係会社株式  157,777   67,777   

(2）関係会社出資金  652,622   ―   

(3）関係会社長期貸付金  140,500   175,931   

(4）繰延税金資産  43,705   44,299   

(5）その他  42,115   38,520   

投資その他の資産合計   1,036,719 10.5  326,528 4.2

固定資産合計   1,759,246 17.8  1,079,455 14.0

資産合計   9,893,320 100.0  7,701,073 100.0
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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）

区分
注記
番号

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 ※4 1,359,629   1,293,964   

２．買掛金  1,380,860   1,056,239   

３．短期借入金  3,200,000   2,200,000   

４．１年以内返済予定長期借
入金

 200,040   183,370   

５．１年以内返済予定社債  200,000   ―   

６．未払法人税等  149,713   207,033   

７．賞与引当金  166,066   157,858   

８．役員賞与引当金 ※3 17,000   ―   

９．その他  318,705   415,819   

流動負債合計   6,992,015 70.7  5,514,285 71.6

Ⅱ　固定負債        

１．社債  800,000   ―   

２．長期借入金  316,530   433,220   

３．退職給付引当金  75,500   65,914   

４．役員退職慰労引当金  26,183   28,426   

固定負債合計   1,218,214 12.3  527,561 6.9

負債合計   8,210,230 83.0  6,041,846 78.5

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金   ― ―  516,300 6.7

Ⅱ　資本剰余金        

１．資本準備金  ―   291,400   

資本剰余金合計   ― ―  291,400 3.8

Ⅲ　利益剰余金        

１．利益準備金  ―   22,547   

２．中間（当期）未処分利益  ―   828,979   

利益剰余金合計   ― ―  851,526 11.0

資本合計   ― ―  1,659,226 21.5

負債資本合計   ― ―  7,701,073 100.0

－ 3 －



  
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）

区分
注記
番号

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   516,300 5.2  ― ―

　２．資本剰余金        

 　（１）資本準備金  291,400   ―   

 　 資本剰余金合計   291,400 3.0  ― ―

　３．利益剰余金        

　（１）利益準備金  22,547   ―   

　（２）その他利益剰余金  852,842   ―   

 　 利益剰余金合計   875,389 8.8  ― ―

　　株主資本合計   1,683,089 17.0  ― ―

　　純資産合計   1,683,089 17.0  ― ―

　　負債及び純資産合計   9,893,320 100.0  ― ―
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(2) 中間損益計算書

  
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）

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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,239,241 100.0  11,731,947 100.0

Ⅱ　売上原価   5,186,914 83.1  9,814,144 83.7

売上総利益   1,052,326 16.9  1,917,803 16.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費   711,617 11.4  1,068,038 9.1

営業利益   340,709 5.5  849,764 7.2

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  6,162   15,647   

２．賃貸料収入  4,941   13,702   

３．その他  8,863 19,967 0.3 8,307 37,656 0.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  15,542   34,248   

２．為替差損  2,372   18,825   

３．社債発行費  16,300   ―   

４．その他  591 34,806 0.6 11,212 64,286 0.5

経常利益   325,870 5.2  823,134 7.0

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益   8,388 0.1  ― ―

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損  ―   602   

２．固定資産除却損  ―   1,716   

３．減損損失 ※1 ―   6,895   

４．特別退職金 ※2 ― ― ― 11,879 21,093 0.2

税引前中間（当期）純利
益

  334,259 5.4  802,040 6.8

法人税、住民税及び事業
税

 136,244   358,081   

法人税等調整額  △3,173 133,071 2.2 △24,998 333,082 2.8

中間（当期）純利益   201,187 3.2  468,958 4.0

前期繰越利益   ―   360,021  

中間（当期）未処分利益   ―   828,979  
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　(3)中間株主資本等変動計算書

 株主資本 
純資産合計

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高 516,300 291,400 851,526 1,659,226 1,659,226

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当 ― ― △132,325 △132,325 △132,325

役員賞与 ― ― △45,000 △45,000 △45,000

中間純利益 ― ― 201,187 201,187 201,187

中間会計期間中の変動額合計 ― ― 23,862 23,862 23,862

平成18年９月30日残高 516,300 291,400 875,389 1,683,089 1,683,089
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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

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算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

　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

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商品

先入先出法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

製品及び仕掛品

金型及び機械

個別法による原価法

製品及び仕掛品

金型及び機械

同左

成形品

先入先出法による原価法

成形品

同左

原材料

先入先出法による原価法

原材料

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、建物（附属設備は除く）については、定額

法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。

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

　ソフトウェアのうち自社利用目的のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法、販売目的のソフトウェアについては、見込

販売数量に基づく償却額と、残存見込販売有効期間に

基づく均等償却額との、いずれか大きい金額を計上し

ております。

　なお、販売目的のソフトウェアの当初における見込

販売有効期間は３年としております。

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しておりま

す。

３．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額の当期負担額を計上しております。
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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）役員賞与引当金

　当社は役員賞与の支出に備えて、当事業年度におけ

る支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しており

ます。

（会計処理の変更）

　当中間会計期間より、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適

用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前中

間純利益は、それぞれ17,000千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。

(2）―――――――

　

　

　

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生していると認められる額

を計上しております。

　数理計算上の差異は、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年数（10年）による定

率法により計算した額を発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。

　未認識過去勤務債務は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定

額法により計算した額を発生時から費用処理すること

としております。

(3）退職給付引当金 

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生していると認められる額を計

上しております。

　数理計算上の差異は、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年数（10年）による定

率法により計算した額を発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。

　未認識過去勤務債務は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定

額法により計算した額を発生時から費用処理すること

としております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、

当社規程に基づく中間期末要支給額を計上しておりま

す。

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、

当社規程に基づく期末要支給額を計上しております。

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を採用しており

ます。

４．リース取引の処理方法

同左

５．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

５．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

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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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

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

ます。

　これにより税引前当期純利益が6,895千円減少しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表規

則に基づき当該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1,683,089

千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産

の部については、中間財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の中間財務諸表規則により作成しております。

―――――――

 

 

 

－ 9 －



注記事項

（中間貸借対照表関係）

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

222,053千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

175,680千円

　２．偶発債務 

　次のとおり関係会社の債務保証があります。　　　

　２．──────―

 

 　　株式会社ソディックＥＷＳ（スワップ取引）　

 105,104千円　

 　　株式会社ソディックＥＷＳ（社債）

1,000,000千円

　３．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動

負債のその他に含めて表示しております。

　３．──────―

 

※４．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、

当中間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 41,052千円

　　支払手形  302,751千円

 

※４．──────―
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（中間損益計算書関係）

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）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．――――――― ※１．減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上しております。

用途 場所 種別
減損損失
（千円）

金型及び
成形品製
造設備

大阪府大東市
（当社MIRカ
ンパニー大阪
工場）

建物  6,781

その他  114

合計  6,895

　当社は、カンパニー単位を基礎として、事業の種類

別に資産をグルーピングしております。

　上記の資産グループについては、工場を閉鎖するこ

ととしたため、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（6,895千円）として特別損失

に計上しております。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、不動産鑑定評価などに基づいて算定

しております。

※２．―――――――

 

※２．特別退職金の内訳

  MIRカンパニー大阪工場の閉鎖に伴なうものであり

ます。

３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額

有形固定資産 47,461千円

無形固定資産 9,697千円

有形固定資産 101,771千円

無形固定資産 14,575千円

 

（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（株）

当中間会計期間

増加株式数（株）

当中間会計期間

減少株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

 普通株式 ― ― ― ―

 合計 ― ― ― ―
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①　リース取引

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 923,274 550,435 372,838

工具器具及び
備品

122,010 38,082 83,928

その他 14,477 8,743 5,734

合計 1,059,761 597,260 462,501

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 919,974 483,613 436,360

工具器具及び
備品

95,398 27,428 67,969

その他 10,092 5,203 4,889

合計 1,025,464 516,245 509,218

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 137,491千円

１年超 353,216千円

合計 490,708千円

１年内 144,551千円

１年超 393,087千円

合計 537,638千円

(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

支払リース料 92,310千円

減価償却費相当額 79,431千円

支払利息相当額 12,761千円

支払リース料 180,787千円

減価償却費相当額 168,401千円

支払利息相当額 29,295千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

②　有価証券

　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）及び前事業年度（自　平成17年４月１日　至

　平成18年３月31日）において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）

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 63,596円82銭

１株当たり中間純利益金額 7,602円03銭

１株当たり純資産額 60,994円78銭

１株当たり当期純利益金額 16,968円52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。

　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。

 
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）

中間（当期）純利益（千円） 201,187 468,958

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 45,000

（うち利益処分による役員賞与金）

（千円）
 （―） (45,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
201,187 423,958

期中平均株式数（株） 26,465 24,985
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（重要な後発事象）

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）

子会社４社との合併(簡易合併）  

　当社は、経営資源の集中と効率化を図り、迅速な意思

決定のもと開発から販売までの一貫した事業展開を可能

にする為、当社の100％出資連結子会社４社（株式会社ケ

イ・エッチ・エス、株式会社エム・アイ・アール、株式

会社ジェイ・アンド・エス、株式会社ソディックエンジ

ニアリング)を、平成18年10月１日付にて吸収合併いたし

ました。

合併契約の要旨は次のとおりであります。

平成18年６月26日開催の取締役会にて、当社福井事業所

の工場棟増築を決議いたしました。

　１．増築の目的

超精密加工分野への需要が拡大しており、当社主力

製品「マシニングセンタ」の増産体制を図り工場棟

の増築を決定いたしました。

　２．概要

　　福井事業所所在地：福井県坂井市坂井町78番地

　１．合併期日

 　　 平成18年10月１日  

　２．合併形式 

  当社を存続会社とし、４社を解散会社とする吸収

合併とし、合併による新株の発行及び資本金の増加

は行わない。

　３．財産の引継

  合併期日において、４社の資産・負債及び権利義

務の一切を引継ぐ。

　なお、４社の平成18年９月30日現在の財政状態は

次のとおりであります。

株式会社ケイ・エッチ・エス  

資産合計 1,648 百万円

負債合計 1,584 百万円

純資産合計 　 64 百万円

株式会社エム・アイ・アール、  

資産合計 1,072 百万円

負債合計 1,043 百万円

純資産合計 　 29 百万円

株式会社ジェイ・アンド・エス  

資産合計 1,281 百万円

負債合計 1,203 百万円

純資産合計　　77 百万円

株式会社ソディックエンジニアリング  

資産合計 　869 百万円

負債合計 　846 百万円

純資産合計 　 22 百万円

 

  　構造：鉄骨３階建

     増築延床面積：約5,500㎡

 　 着工予定：平成18年７月

竣工予定：平成19年４月

 　 マシニングセンタ生産能力：30台／月

 　 建設投資予定額：10億円

　３．当該増築が業績に与える影響 

　　増築後の生産体制での操開始が平成19年４月以降と

　　なるため、平成19年３月期の業績への影響は少ない

　　と見込んでおります。

実施する会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準」（「企業結合に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審査会平成15年10月

31日））三　企業結合に係る会計基準　４共通支配下の取

引等の会計処理を適用いたします。
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