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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 12,083 14.8 △2,084 － △2,140 －

17年９月中間期 10,522 102.0 854 － 946 －

18年３月期 23,032 1,371 1,403

 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 △3,207 － △15 49 － －

17年９月中間期 722 － 3 76 3 42

18年３月期 2,202 9 91 8 98
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 △33百万円 17年９月中間期 △25百万円 18年３月期 1百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 207,091,717株 17年９月中間期 192,452,744株 18年３月期 196,980,829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(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 24,400 9,674 39.4 46 46

17年９月中間期 25,331 10,173 40.2 52 18

18年３月期 29,159 13,988 48.0 66 34
（注） 期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 207,100,288株 17年９月中間期 194,972,969株 18年３月期 207,094,204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 △5,005 △214 △499 5,115

17年９月中間期 △1,709 272 5,110 6,660

18年３月期 △396 1,285 6,952 10,828

(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 17 社　持分法適用非連結子会社数 －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） 2社　（除外） －社　持分法（新規） 1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 24,000  1,500  1,400  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 6円76銭

※上記の業績予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。したがって実際の業績は、経済、
株式市況、その他様々な事業環境の変動に関するリスクや不確定要因により、上記記載の予想数値と異なる場合があります。
これは、一般事業会社と異なり、相対的に少数・大規模の案件を、ＩＰＯ、バイアウト等による投資回収に導く投資事業の事業特性から、短期
における収益の平準化が困難であり、さらに、Ｍ＆ＡやＩＰＯ実行後の保有株式には株価変動が生じ、投資回収のタイミングそのものの短期予
測も困難であるためです。
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１．企業集団の状況
　当社は、投資事業の一環として子会社17社及び関連会社４社を保有し、投資先企業の長期的な発展・成長に寄与する

という経営理念のもと、各種事業に取り組み、経営戦略・資本政策面での支援を通じ、対象企業の価値向上に努めてお

ります。

　投資手法といたしましては、投資案件を対象に応じ、ＥＰＩ(Equity Participation Investment)投資、プレＩＰＯ

(Initial Public Offering)投資、プライベート・エクイティ投資の３類型に分け、それぞれ実行しております。

　特にプライベート・エクイティ投資におきましては、連結対象としている子会社・関連会社の事業収益は連結業績に

影響を与えますが、ＩＰＯや事業会社によるＭ＆Ａ、バイアウト等による将来のＥＸＩＴ(投資回収)候補であり、重要

な投資資産として捉えております。現在は、産業資材事業、ファッション事業を中心に優良企業が当社グループを形成

しております。

当社グループの事業の系統図は次のとおりであります。

 

Ｏａｋキャピタル株式会社 

国
内
外
の
上
場
企
業
・ 

有
望
未
公
開
企
業
へ
の
投
資 

企   

業   

価   

値   

形   

成 

第三者割当増資の引き受け等による資本参加 
（事業戦略策定の支援、資本政策の助言） 

ＩＰＯを検討中の企業に投資 
（資本政策、公開スキーム策定、サポート体制
の確立） 

未上場の中堅優良企業への投資 
（経営への関与、ハンズ・オン経営） 

ＥＰＩ投資 
（上場企業戦略投資） 

プレＩＰＯ投資 
（ＩＰＯ支援投資） 

プライベート・エクイティ投資 

（成長支援投資） 

・ダイフレックスグループ 
（連結子会社10社、持分法適用関連会社３社） 
・日本コーバン㈱ 

・ＡＤＩＲＯＮ㈱ 
・㈱味岡（持分法適用関連会社） 
・クリストフルジャパン㈱ 
（持分法非適用関連会社） 

・ビーエスエル・インシュアランス㈱ ＊ 
・㈲ザップクリエイト 
・㈱ダイフレックスＣＴ 

・㈱ヒラタ 
・平田工機㈱ 

産業資材事業 

ファッション事業 

その他事業 

海洋事業 

＜現投資先の事業＞ 

＊機能会社であり、投資対象ではありません。
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２．経営方針

１．会社経営の基本方針

（１）投資事業に関する方針

　当社は、当社の中核事業である投資事業において、投資先の育成あるいは経営戦略面の支援を通じ、対象企業の価

値向上を目指しております。

　投資対象に関しては、下記の強みを有することを条件としております：

①強いブランド力

②高い技術力

③大きなマーケット・シェア

　この観点から、引き続き対象となる企業や事業を広い視点から調査・発掘し、投資事業の一層の拡大と基盤強化に

努めてまいります。

（２）投資回収に関する方針

　投資案件については、その内容により、単年度に収益を計上し、配当原資等を確保することに寄与するショート・

スパン（短期回収）のものと、時間をかけ事業育成の対象とするミディアム～ロング・スパン（中長期の回収）のも

のとに分けて考えております。

　ただし、投資実行段階の判断に必ずしも縛られることのないよう、効率性の観点から回収時期の判断を臨機応変に

見直し、投資収益の増大を図ってまいります。

　また、ＥＸＩＴ（投資回収）の手法としましては、ＩＰＯ（株式公開）、株式譲渡（一部または全株式の売却）等、

個々の出資先の状況やステークホルダー（株主及び取引当事者等）にもたらす価値などを総合的に勘案したうえで、

最も有利な方法であると当社が判断する手法を選択してまいります。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は利益配分の基本方針として、各ステークホルダーへの適正配分を最重要課題であると位置づけております。

投資事業により得られた収益を新たな再投資へとつなげ、収益の更なる拡大に寄与することが、当社の企業価値向上に

つながり、結果として株価の上昇という形で株主の皆様のご期待に応えることになりますが、同時に、継続的な配当の

実施が株主の皆様の長期的利益に合致するとの基本認識のもと、配当性向 50％を目安としつつ、その水準の維持・向上

に努めてまいります。

　また、出資先の株式上場等により収益が拡大した事業年度においては、特別配当による株主還元を基本方針としてお

ります。

３．目標とする経営指標

　投資事業固有の事業特性から当社業績は株式市況等、不可避の変動要因による影響を受けますが、当社といたしまし

ては、効率的かつ安定的な投資パフォーマンスを維持することによりＲＯＥ 10％を目標といたします。

４．中長期的な経営戦略

　　当社は、優良資産の取得を推し進め、ポートフォリオの充実と収益基盤の強化を図る一方で、ＥＸＩＴ（投資回収）

の件数を増やすことにより、投資の実行から回収に至るサイクルを平準化することを当面の課題としております。

　投資案件を主に下記の３類型に分け、ポートフォリオのなかでこれらのバランスをとることを基本戦略とし、投資事業

特有の収益構造の不安定性を払拭することを目指します。

①プライベート・エクイティ投資（成長支援投資）

②ＥＰＩ投資（上場企業戦略投資）

③プレＩＰＯ投資（ＩＰＯ支援投資）
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 ５．対処すべき課題

上記の経営方針を遂行するため、下記の諸点が当面の重点課題であると認識しております。

　経営上の重点課題： 

（１）新規投資の積極展開

　優良な出資先候補の調査及び投資実行に拍車をかけ、投資ポートフォリオの充実に努めてまいります。

（２）投資回収リスクの管理

　投資案件に取り組むにあたり、案件の精査（デュー・デリジェンス）を慎重に行い、投資回収のタイミングと

実現見込額に関する判断の精度を高めるとともに、投資資産の保全に努めてまいります。

（３）ハンズ・オン経営の強化

　当社が取り組むプライベート・エクイティ投資において、出資先の事業戦略、人事、財務戦略に積極的に関与

してまいります。その結果として実現される企業価値の向上を通じ、株式公開を含めた投資回収を促進いたしま

す。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

（１）当中間期の経営環境及び投資実行案件の進捗

　当中間期の経営環境は、概ね堅調な内外経済の推移に比し、方向感の定まらない金融市場の動向に、新興企業や中

小型銘柄の株式相場が影響を受ける状況が続いておりました。

　このような環境の中、当社は市況の流れに判断を左右されることなく、事業の発展と企業価値向上を図る企業に対

し、当社のノウハウを活用した支援を行うことを基本として投資事業に取り組み、当社グループ全体の中長期的な成

長を目指しております。

　前下期に海洋事業部門を分社化した結果、単体では投資事業専業の会社として迎える初年度の当中間期におきまし

ては、当社の目指す方向性での投資として、アジアNo.1の生産高を誇るホログラム製品の開発・製造大手の台湾Ｋレ

ザー社への出資及び提携を行い、また、欧米諸国において銀食器の世界最高級ブランドとして認知されるフランス 

Christofle 社の日本法人であるクリストフルジャパン株式会社への出資により50％の株式を取得いたしました。当社

の既存出資先とのシナジー効果、さらに当社のネットワークとノウハウを通じ、創出される付加価値により、今後の

発展に大いに寄与するものと考えております。

　また、前期末に経営権を取得した米国床材メーカーのＩＣＳガーランド社は、当社子会社であるウレタン防水資材

メーカーの株式会社ダイフレックスホールディングスの傘下に編入いたしましたが、今後、両者相互の協業のもと、

日米マーケットにおける取引拡大を図ってまいります。また、ＩＣＳガーランド社は中国に現地法人（愛系思建筑材

料技術(上海)有限公司）を設立し事業拡大に取り組んでおり、今後、見込まれる同地マーケットの更なる成長に伴い、

業績を拡大していくものと期待しております。

　さらに、当社の投資類型のひとつとして位置付けるＥＰＩ投資（上場企業戦略投資）の一環として、株式会社パオ、

株式会社アルデプロ等の第三者割当増資を引き受けるなど、当中間期には合計34億54百万円の新規投資を実行いたし

ました。

（２）当中間期の当社業績

　当中間期の個別業績につきましては、売上高48億53百万円（前年同期比33.0％増）の増収となりましたが、当社が

売買目的有価証券として保有するバイオセンサーズ・インターナショナル・グループ社株式の時価評価損12億91百万

円を計上したことにより営業利益△19億38百万円、経常利益△18億96百万円となりました。また、当社の出資するサ

ミット・デザイン・テクノロジーズ・インク社の株式評価損８億96百万円を計上したことに加え、連結子会社のＡＤ

ＩＲＯＮ株式会社、平田工機株式会社に対し財務上の手当てを行い２億69百万円の関係会社株式評価損を計上したこ

となどにより、合計12億80百万円の特別損失を計上したため、中間純利益は△31億77百万円となりました。

　連結業績につきましては、前期末に取得いたしましたＩＣＳガーランド社が寄与しておりますが、産業資材事業は、

季節要因により売上高が下期に集中する営業形態であるため、中間期での収益面の寄与は限定的なものとなっており

ます。

　以上の結果、連結業績につきましては、売上高120億83百万円（前年同期比14.8％増）、営業利益△20億84万円、経

常利益△21億40百万円、中間純利益△32億７百万円となりました。なお、当社が計上した特別損失のうち、保有株式

の時価評価損及び関係会社株式評価損は、実際のキャッシュ・アウトフロー（流出）を伴うものではありません。
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２．財政状態

（１）連結財政状態 （単位：百万円）

　総資産は、前連結会計年度に比べ47億59百万円減少し、244億円となりました。これは、主に投資実行及び運転資金

により現預金が減少したためであります。純資産につきましては、前期の利益処分及び中間純損失を計上したためで

あります。

　この結果、自己資本比率は前連結会計年度に比べ8.6％低下し39.4％となりました。

（２）連結キャッシュ・フローの状況 （単位：百万円）

 
前中間連結

会計期間

当中間連結

会計期間
増　　減

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,709 △5,005 △3,295

 投資活動によるキャッシュ・フロー 272 △214 △487

 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,110 △499 △5,610

 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 8 8

 現金及び現金同等物増減額 3,672 △5,712 △9,385

 現金及び現金同等物期首残高 3,101 10,828 7,727

 連結範囲変更による現金及び現金同等物の増加額 △113 － 113

 現金及び現金同等物期末残高 6,660 5,115 △1,544

　＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　営業活動によるキャッシュ・フローは、50億５百万円のキャッシュ・アウトフローになりました。その主な要因は、

営業投資有価証券の取得であります。　

　＜投資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・フローは、２億14百万円のキャッシュ・アウトフローになりました。その主な要因は、

関係会社株式の取得であります。

　＜財務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・フローは、４億99百万円のキャッシュ・アウトフローになりました。その主な要因は、

借入金で３億31百万円の純収入及び配当金８億28百万円の支出であります。

３．キャッシュ・フロー指標

 平成17年９月期 平成18年９月期

自　己　資　本　比　率　（％） 40.2 39.4

時価ベースの自己資本比率（％） 184.0 106.1

債　　務　　償　　還　　年　　数 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － －

　※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

　注１ 各指標は、いずれも連結ベ一スの財務数値によって算出しております。

　注２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式数（自己株式控除後）によって算出しております。
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４．事業等のリスク

　当社の経営成績、株価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、主に以下のようなものがあります。

当社及び当社の子会社・関連会社等の事業に関わるリスクの主なものを列挙しておりますが、全てのリスクを網羅して

いるわけではなく、将来において、現在は未知のリスク、あるいは現時点では重要とみなされていない他のリスクの影

響を受ける可能性もあります。

　なお、記載した内容における将来に関する事項は、本資料の発表日(平成18年11月17日)現在において、当社が判断し

たものです。

（１）経済状況・景気動向

　当社及び子会社・関連会社の事業は経済状況や景気の動向の影響を受け、そ業績が左右される可能性があります。

（２）株式市況・事業環境の変化等

　特に、投資事業においては、多額の先行投資を要すること、その投資資金の回収が中長期になることが通常である

ことから、事業特性上、株式市況等の市場変動要因や環境変化の影響を強く受けやすい状況にあります。また、それ

に加え、投資対象の評価に数多くの不確定要素や見込みが含まれていることなどにより、投資回収の時期や絶対額に

影響を与える可能性があります。

（３）消費トレンド

　また、当社子会社・関連会社が営む一部の事業については、消費者ニーズの変化のスピードに対応した経営戦略が

常に求められ、その対応如何では連結業績に影響を及ぼす可能性があります。

（４）法的規制に関わるリスク

　当社の活動は当社及び出資先の本国及び関係国の諸々の法的規制を受けておりますが、当社は現在適用されている

法律、規則等に従って業務を遂行しております。将来において、それら法律、規則等が変更される場合には、その内

容如何によっては当社の業績及び財務状況に想定外の影響を及ぼす可能性があります。

（５）人材確保のニーズに関わるリスク

　当社の事業及び子会社・関連会社のマネジメントは人材の質に大きく依存いたします。したがい、優れた能力を持

つ人材を確保・維持することが必須となり、その状況によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　以上列挙したリスク要因には、当社でコントロールできない外部要因もありますが、これらによる悪影響の発生の可

能性を認識したうえで、その発生を未然に防止し、万一発生した場合にも最小限にとどめる所存であります。また、こ

れらのリスクは事業からもたらされる収益と表裏一体をなすものと捉え、適切なリスク管理による収益の向上を図り、

日々万全を期して経営を推進してまいります。

５．通期の見通し

　通期の個別業績につきましては、売上高90億円、経常利益10億円、当期純利益９億円を、連結業績につきましては、

売上高240億円、経常利益15億円、当期純利益14億円を見込んでおります。当中間期において営業投資有価証券について

12億91百万円の時価評価損を計上いたしましたが、一時的な数値であると判断し、上記の見通しには織り込んでおりま

せん。

　当中間期は、様々な要因により新興企業や中小型銘柄の株式相場が低迷する状況が続き、当社の出資先上場会社にお

きましても影響を受けておりましたが、出資先の当期業績は総じて順調に推移しているため、特に先行きの懸念はなく、

株価も適正な水準に収斂するものと考えております。

　なお、上記の数値は現時点での予想であり、今後の出資先の状況、EXITを含む投資回収の進捗、株式市場の状況等に

より変動する可能性を含んでおります。今後、業績変動要因とその影響額が確定するごとにお知らせしてまいります。
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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）
対前中間期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※２ 6,878,522 5,383,835 △1,494,687 11,076,384

２．受取手形及び売掛金 ※５ 3,107,862 3,070,054 △37,807 4,333,660

３．営業投資有価証券 2,891,352 3,615,984 724,632 3,925,634

４．たな卸資産 1,664,380 1,668,732 4,351 1,441,968

５．前払費用 152,533 140,741 △11,791 134,066

６．短期貸付金 561,374 1,273,198 711,823 1,214,827

７．未収入金 143,009 608,893 465,884 569,707

８．その他  430,382 271,776 △158,606 275,163

９．貸倒引当金 △277,133 △58,682 218,451 △73,949

流動資産合計 15,552,283 61.4 15,974,533 65.5 422,249 22,897,463 78.5

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物及び構築物 ※２ 2,221,331 1,926,091 1,952,923

減価償却累計額 1,137,814 1,083,516 1,092,488 833,603 △249,913 1,069,735 883,188

２．機械装置及び
運搬具

※２ 674,879 674,472 678,127

減価償却累計額 554,354 120,524 568,292 106,180 △14,344 568,886 109,241

３．工具器具備品 492,889 501,248 475,353

減価償却累計額 377,780 115,109 399,072 102,176 △12,932 376,659 98,694

４．土地 ※２ 737,827 605,040 △132,787 652,485

５．建設仮勘定 － 1,958 1,958 －

有形固定資産合計 2,056,978 8.1 1,648,958 6.8 △408,019 1,743,609 6.0

(2）無形固定資産

１．連結調整勘定 565,126 － △565,126 253,152

２．のれん － 646,384 646,384 －

３．その他 114,777 82,929 △31,848 561,901

無形固定資産合計 679,904 2.7 729,314 3.0 49,409 815,054 2.8
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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）
対前中間期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※２ 332,987 560,496 227,509 376,728

２．営業投資有価証券 5,282,392 4,272,788 △1,009,603 2,086,217

３．出資金 ※２ 18,198 14,850 △3,348 20,282

４．長期貸付金 248,876 138,876 △110,000 157,117

５．長期未収入金 ※６ 837,786 303,364 △534,421 315,277

６．差入保証金 498,830 434,189 △64,640 472,807

７．その他 450,572 574,708 124,136 550,240

８．投資損失引当金 △100,026 △100,026 － △100,026

９．貸倒引当金 △567,190 △191,246 375,943 △227,470

投資その他の資産
合計

7,002,426 27.6 6,008,000 24.6 △994,425 3,651,173 12.5

固定資産合計 9,739,308 38.4 8,386,273 34.4 △1,353,034 6,209,837 21.3

Ⅲ　繰延資産 39,825 0.2 39,205 0.1 △619 52,274 0.2

資産合計 25,331,417 100.0 24,400,012 100.0 △931,404 29,159,574 100.0
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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）
対前中間期比

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
（％）

増減
（千円）

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 3,494,660 3,383,190 △111,469 3,787,560

２．短期借入金 ※２ 2,033,300 2,281,929 248,629 2,327,570

３．１年以内返済予定の
長期借入金

※２ 674,526 582,717 △91,809 546,608

４．未払金 426,858 317,067 △109,791 583,573

５．未払法人税等 202,058 66,114 △135,944 172,542

６．未払費用 168,158 213,842 45,683 159,731

７．賞与引当金 44,591 36,754 △7,836 22,687

８．返品調整等引当金 31,863 36,952 5,089 26,728

９．売上値引引当金 10,619 9,072 △1,547 2,181

10．製品工事保証等
引当金 

49,585 48,500 △1,085 39,700

11．その他 76,560 61,858 △14,702 87,669

流動負債合計 7,212,781 28.5 7,037,998 28.9 △174,782 7,756,551 26.6

Ⅱ　固定負債

１．社債 400,000 600,000 200,000 600,000

２．新株予約権付社債 5,000,000 5,000,000 － 5,000,000

３．長期借入金 ※２ 1,331,930 1,157,878 △174,052 816,822

４．退職給付引当金 466,596 432,695 △33,901 437,652

５．役員退職慰労引当金 1,125 － △1,125 －

６．その他 721,753 496,875 △224,877 496,770

固定負債合計 7,921,406 31.3 7,687,448 31.5 △233,957 7,351,244 25.2

負債合計 15,134,187 59.7 14,725,447 60.4 △408,739 15,107,796 51.8

（少数株主持分）

少数株主持分 23,317 0.1 － － － 63,498 0.2

（資本の部）

Ⅰ　資本金 6,822,566 26.9 － － － 7,964,055 27.3

Ⅱ　資本剰余金 3,379,846 13.3 － － － 4,653,602 16.0

Ⅲ　利益剰余金 △8,590 △0.0 － － － 1,471,093 5.1

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

392,720 1.6 － － － △79,250 △0.3

Ⅴ　自己株式 △412,629 △1.6 － － － △21,220 △0.1

資本合計 10,173,913 40.2 － － － 13,988,280 48.0

負債、少数株主持分
及び資本合計

25,331,417 100.0 － － － 29,159,574 100.0
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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）

対前中間期比
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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  － － 7,964,055 32.6 － － －

２．資本剰余金  － － 4,236,217 17.4 － － －

３．利益剰余金  － － △2,388,325 △9.8 － － －

４．自己株式  － － △17,910 △0.1 － － －

株主資本合計  － － 9,794,036 40.1 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価
差額金

 － － △169,808 △0.7 － － －

２．繰延ヘッジ損益  － － 4,634 0.0 － － －

３．為替換算調整勘定  － － △6,276 △0.0 － － －

評価・換算差額等
合計

 － － △171,450 △0.7 － － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 51,979 0.2 － － －

純資産合計  － － 9,674,565 39.6 － － －

負債純資産合計  － － 24,400,012 100.0 － － －
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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（千円）

百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 10,522,518 100.0 12,083,753 100.0 1,561,235 23,032,726 100.0

Ⅱ　売上原価 6,396,087 60.8 10,892,165 90.2 4,496,078 15,302,812 66.4

売上総利益 4,126,430 39.2 1,191,587 9.8 △2,934,843 7,729,914 33.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 3,272,143 31.1 3,276,330 27.1 4,187 6,358,186 27.6

営業利益（△損失） 854,287 8.1 △2,084,743 △17.3 △2,939,030 1,371,727 6.0

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 13,000 17,505 23,277

２．受取配当金 895 26,406 2,602

３．投資有価証券売却益 1,393 － －

４．為替差益 68,438 6,291 89,052

５．デリバティブ評価益 74,514 － －

６．生命保険収入及び配当
金

40,177 － 40,177

７．その他 21,981 220,400 2.1 18,806 69,010 0.6 △151,390 67,924 223,034 1.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 74,502 44,914 106,448

２．手形売却損 － 14,915 31,768

３．社債発行費 10,025 － 8,425

４．デリバティブ評価損 － 15,131 －

５．持分法による投資損失 25,724 33,550 －

６．その他 17,897 128,149 1.2 16,172 124,683 1.0 △3,466 44,752 191,394 0.9

経常利益（△損失） 946,538 9.0 △2,140,416 △17.7 △3,086,954 1,403,367 6.1

Ⅵ　特別利益

１．前期損益修正益 51,103 － －

２．固定資産売却益 ※３ 771 66,359 911

３．関係会社株式売却益 2,267,980 － 3,354,943

４．その他 214 2,320,071 22.0 143 66,502 0.5 △2,253,568 147,609 3,503,465 15.2

－ 12 －



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（千円）

百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失

１．過年度支払社債利息  20,542 － 20,542

２．固定資産売却損 ※４ 2 14,008 15

３．固定資産除却損 ※５ 61,519 145 91,045

４．営業投資有価証券評価
損

 － 966,951 －

５．関係会社社債評価損 ※２ 860,221 － 860,221

６．貸倒損失  1,057,061 － 1,057,061

７．店舗閉鎖損 60,848 － 56,737

８．減損損失 ※６ 190,588 10,757 190,588

９．その他 99,573 2,350,357 22.3 108,633 1,100,496 9.1 △1,249,861 315,829 2,592,041 11.2

税金等調整前中間（当期）
純利益（△損失）

916,251 8.7 △3,174,409 △26.3 △4,090,661 2,314,791 10.1

法人税、住民税及び事業税 180,575 22,933 104,359

法人税等調整額 11,042 191,617 1.8 5,649 28,583 0.2 △163,034 7,761 112,120 0.5

少数株主利益（△損失） 1,936 0.0 4,612 0.0 2,675 289 0.0

中間（当期）純利益
（△損失）

722,697 6.9 △3,207,605 △26.5 △3,930,302 2,202,381 9.6
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(3) 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 2,809,169 2,809,169

Ⅱ　資本剰余金増加高

新株予約権の行使による新株

の発行
562,668 1,704,157

自己株式処分差益 8,009 570,677 140,275 1,844,433

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）

残高
3,379,846 4,653,602

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △353,306 △353,306

Ⅱ　利益剰余金増加高

中間（当期）純利益 722,697 722,697 2,202,381 2,202,381

Ⅲ　利益剰余金減少高

配当金 377,981 377,981 377,981 377,981

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）

残高
△8,590 1,471,093
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(4) 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）

（単位：千円）

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 7,964,055 4,653,602 1,471,093 △21,220 14,067,531

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当  △414,188 △414,188  △828,376

利益処分による役員賞与   △237,624  △237,624

中間純損失   △3,207,605  △3,207,605

自己株式の取得    △4,924 △4,924

自己株式の処分  △3,196  8,234 5,037

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 － △417,385 △3,859,418 3,309 △4,273,494

平成18年９月30日　残高 7,964,055 4,236,217 △2,388,325 △17,910 9,794,036

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

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 △79,250 － － △79,250 63,498 14,051,778

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当      △828,376

利益処分による役員賞与      △237,624

中間純損失      △3,207,605

自己株式の取得      △4,924

自己株式の処分      5,037

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）
△90,557 4,634 △6,276 △92,199 △11,518 △103,718

中間連結会計期間中の変動額合計 △90,557 4,634 △6,276 △92,199 △11,518 △4,377,212

平成18年９月30日　残高 △169,808 4,634 △6,276 △171,450 51,979 9,674,565
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(5) 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（千円） 金額（千円）

増減

（千円）
金額（千円）

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

（△純損失）
916,251 △3,174,409 △4,090,661 2,314,791

減価償却費 145,501 142,305 △3,196 279,703

減損損失 190,588 10,757 △179,830 190,588

連結調整勘定償却額 70,770 － △70,770 143,615

のれん償却額 － 47,218 47,218 －

貸倒引当金の増減額 △17,719 4,242 21,961 48,003

賞与引当金の増減額 15,216 14,067 △1,148 △4,455

退職給付引当金の増減額 37,651 △4,957 △42,608 50,291

役員退職慰労引当金の増加額 1,125 － △1,125 －

返品調整等引当金の増減額 △7,707 10,224 17,931 △12,842

売上値引引当金の増減額 4,352 6,891 2,539 △4,086

製品工事保証等引当金の増減額 4,045 8,800 4,754 △5,840

受取利息及び受取配当金 △13,895 △43,912 △30,016 △25,880

支払利息 74,502 44,914 △29,587 106,448

持分法による投資損益 25,724 33,550 7,825 △1,141

投資有価証券売却益 △1,393 － 1,393 △14,389

投資有価証券売却損 61,838 － △61,838 61,621

投資有価証券評価損 719 － △719 2,619

営業投資有価証券評価損 － 966,951 966,951 －

関係会社株式売却益 △2,267,980 － 2,267,980 △3,354,943

関係会社株式評価損 5,665 － △5,665 5,665

関係会社社債評価損 860,221 － △860,221 860,221

有形固定資産除却損 61,519 145 △61,374 91,045

有形固定資産売却益 － △66,359 △66,359 △911

有形固定資産売却損 － 14,008 14,008 15

デリバティブ評価損益 △74,514 15,131 89,645 －

貸倒損失 1,057,061 － △1,057,061 1,057,061
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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（千円） 金額（千円）

増減

（千円）
金額（千円）

売上債権の増減額 896,689 108,622 △788,067 △439,230

たな卸資産の増減額 △142,809 △226,764 △83,954 44,486

仕入債務の減少額 △277,243 △423,388 △146,145 △41,054

営業投資有価証券の増加額 △3,228,578 △1,872,976 1,355,602 △1,645,222

その他資産の増減額 12,093 △33,865 △45,958 △14,758

その他負債の増減額 △38,227 △133,801 △95,573 89,825

未払消費税等の増減額 26,519 △57,595 △84,114 56,617

役員賞与の支払額 － △249,700 △249,700 －

その他 16,107 3,921 △12,185 △59,074

小計 △1,585,905 △4,855,977 △3,270,072 △221,207

利息及び配当金の受取額 13,895 34,001 20,106 19,088

利息の支払額 △96,694 △54,522 42,172 △109,480

法人税等の支払額 △41,283 △129,362 △88,078 △85,254

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,709,988 △5,005,860 △3,295,872 △396,855

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額 △700 △19,881 △19,180 233,013

有形固定資産の取得による支出 △141,685 △95,415 46,269 △152,917

有形固定資産の売却による収入 － 113,576 113,576 6,640

関係会社株式の取得による支出 △300 △200,000 △199,700 △300

投資有価証券の取得による支出 △20,093 － 20,093 △60,093

投資有価証券の売却による収入 352,150 － △352,150 391,427

無形固定資産の取得による支出 △4,905 △10,821 △5,915 △9,877

無形固定資産の売却による収入 － 16 16 －

連結子会社株式の追加取得による

支出
－ － － △15,000

連結子会社株式の追加取得による

収入
84,146 － △84,146 84,146

貸付による支出 △153,920 △9,660 144,259 △131,182

株主への貸付による支出 － △100,000 △100,000 △300,000

貸付金の回収による収入 22,291 68,586 46,294 29,946

連結子会社株式の売却による収入 － － － 1,642,635

営業譲受による支出 － － － △583,296

差入保証金減少額  136,993 38,617 △98,376 157,097

その他 △1,812 － 1,812 △6,789

投資活動によるキャッシュ・フロー 272,165 △214,982 △487,147 1,285,451

－ 17 －



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（千円） 金額（千円）

増減

（千円）
金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,244,072 1,120,359 △1,123,712 2,017,100

短期借入金の返済による支出 △2,600,459 △1,166,000 1,434,459 △2,630,115

長期借入れによる収入 954,576 689,412 △265,164 593,533

長期借入金の返済による支出 △1,452,711 △312,247 1,140,464 △1,145,834

担保に供している預金の減少による

収入
435,729 － △435,729 202,001

担保に供している預金の増加による

支出
△13 － 13 △30,000

社債の発行による収入 400,000 － △400,000 600,000

新株予約権付社債の発行による収入 5,000,000 － △5,000,000 5,000,000

社債の償還による支出 △220,160 － 220,160 △220,160

株式の発行による収入 787,883 － △787,883 3,106,666

自己株式の取得による支出 △45,008 △4,924 40,084 △80,165

自己株式の売却による収入 2,810 5,037 2,226 13,544

少数株主配当金の支払額 △18,120 △120 18,000 △18,120

配当金の支払額 △377,981 △828,376 △450,394 △377,981

その他 － △2,805 △2,805 △78,411

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,110,616 △499,665 △5,610,281 6,952,058

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 8,077 8,077 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 3,672,793 △5,712,430 △9,385,224 7,840,654

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,101,046 10,828,366 7,727,320 3,101,046

Ⅶ 連結範囲変更による現金及び現金同等

物の増加額
※２ △113,334 － 113,334 △113,334

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
※１ 6,660,506 5,115,936 △1,544,570 10,828,366
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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（14社）

㈱ダイフレックスホールディン

グス

　㈱ダイフレックス

　㈱ダイフレックスＣＳ

　ディックプルーフィング㈱

　ユープレックス㈱

　共進建工㈱

　㈱ダイフレックスＭＦＧ

　㈲ザップクリエイト

　㈱ダイフレックスＣＴ

日本コーバン㈱

ＡＤＩＲＯＮ㈱

平田工機㈱

ビーエスエル・インシュアラン

ス㈱

常楽酒造㈱

(1）連結子会社（17社）

㈱ダイフレックスホールディン

グス

　㈱ダイフレックス

　㈱ダイフレックスＣＳ

　ディックプルーフィング㈱

　ユープレックス㈱

　共進建工㈱

　㈱ダイフレックスＭＦＧ

　㈲ザップクリエイト

　㈱ダイフレックスＣＴ

　ICS Garland Inc.

　愛系思建筑材料技術(上海) 

　有限公司

  ㈱ＩＣＳホールディングス

日本コーバン㈱

ＡＤＩＲＯＮ㈱

㈱ヒラタ

平田工機㈱

ビーエスエル・インシュアラン

ス㈱

(1）連結子会社（15社）

㈱ダイフレックスホールディン

グス

　㈱ダイフレックス

　㈱ダイフレックスＣＳ

　ディックプルーフィング㈱

　ユープレックス㈱

　共進建工㈱

　㈱ダイフレックスＭＦＧ

　㈲ザップクリエイト 

　㈱ダイフレックスＣＴ 

日本コーバン㈱

ICS Garland Inc.

ＡＤＩＲＯＮ㈱

㈱ヒラタ

平田工機㈱

ビーエスエル・インシュアラン

ス㈱

 

　上記のうち、ユープレックス㈱

は、当中間連結会計期間において、

株式の追加取得により子会社と

なったため、連結の範囲に含めて

おります。また、従来連結子会社

であった㈱ＭＴベーカリーズ（旧

商号㈱モンタボー）は、会社分割

後、当社が保有する全株式を平成

17年９月28日に連結外部へ売却し

たため、連結子会社から除外して

おります。ただし、売却時点まで

の損益計算書及びキャッシュ・フ

ロー計算書は連結しております。

　

　上記のうち、愛系思建筑材料技

術(上海)有限公司は、当中間連結

会計期間中にICS Garland Inc.

が設立したため、㈱ＩＣＳホール

ディングスは、当中間連結会計期

間中に㈱ダイフレックスホール

ディングスが設立したため、それ

ぞれ連結の範囲に含めております。

　上記のうち、ICS Garland Inc.

は当連結会計年度中に同社に出資

したため、㈱ヒラタについては、

当連結会計年度中に当社の海洋事

業部門を会社分割し新設したため、

ユープレックス㈱については、当

連結会計年度中に㈱ダイフレック

スホールディングスが同社株式を

追加取得したため連結の範囲に含

めております。また、㈱ＭＴベー

カリーズ（旧商号㈱モンタボー）

及び常楽酒造㈱は、当社が保有す

る全株式を当連結会計年度中に売

却したため、連結子会社から除外

いたしました。

(2）非連結子会社

主要な非連結子会社

㈱グリーンダイフレックス

(2）非連結子会社

主要な非連結子会社

同左

(2）非連結子会社

主要な非連結子会社

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）他の会社の議決権の100分の50

超を自己の計算において所有し

ているにもかかわらず当該他の

会社を子会社としなかった当該

他の会社の名称

㈱ファースト・コール・パート

ナー

───── ─────

㈱モンタボー

　上記のうち、㈱ファースト・

コール・パートナーは、キュー

ビーネット㈱の株式を保有する会

社であり、当社は投資目的で取得

いたしました。

㈱モンタボーは、㈱ＭＴベーカ

リーズ（旧商号㈱モンタボー）の

会社分割により新設された会社で

あり、会社分割後に当社は投資目

的で取得いたしました。 

 

（子会社としなかった理由）

　当社の主たる営業目的である投

資育成のために取得したものであ

り、傘下に入れる目的で取得した

ものではないためであります。

(4）投資事業組合等の連結の範囲に

関する取扱い

　投資事業組合等に対する出資の

うち、連結会社の持分割合が過半

数を超える投資事業組合等が１

ファンドありますが、投資事業組

合等の資産・負債・収益・費用は

持分割合に応じて各出資者に帰属

するため、投資事業組合等は子会

社として取り扱っておりません。

───── (4）投資事業組合等の連結の範囲に

関する取扱い

　投資事業組合等に対する出資の

うち、連結会社の持分割合が過半

数を超える投資事業組合等が１

ファンドありますが、投資事業組

合等の資産・負債・収益・費用は

持分割合に応じて各出資者に帰属

するため、投資事業組合等は子会

社として取り扱っておりませ

ん。

　なお、平成18年３月22日に同投

資事業組合等は解散いたしました。

これに伴い当連結会計年度の税金

等調整前当期純利益に与える影響

はありません。
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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）持分法適用会社数及び主要な会

社名

(1）持分法適用会社数及び主要な会

社名

(1）持分法適用会社数及び主要な会

社名

関連会社　２社

㈱味岡、㈲セブンテック

 

 

　前連結会計年度まで持分法適

用の関連会社に含まれていた

ユープレックス㈱は、株式の追

加取得により子会社となったた

め、当中間連結会計期間より持

分法適用関連会社から連結子会

社に異動しました。

関連会社　４社

㈱テクノ・ダイフレックス、

㈲セブンテック、大宝化学工業

㈱、㈱味岡

　大宝化学工業㈱は、当中間連

結会計期間中に、㈱ダイフレッ

クスホールディングスが同社株

式を取得したため、持分法適用

関連会社となりました。

関連会社　３社

㈱テクノ・ダイフレックス、

㈲セブンテック、㈱味岡

 

　㈱テクノ・ダイフレックスは、

㈱ダイフレックスホールディン

グスが当連結会計年度中に他社

との合弁により設立したため、

持分法適用の関連会社となりま

した。

　また、前連結会計年度まで持

分法適用の関連会社に含まれて

いたユープレックス㈱は、㈱ダ

イフレックスホールディングス

が同社株式を追加取得したこと

により連結子会社に異動しまし

た。　　

(2）持分法非適用の主要な会社名 (2）持分法非適用の主要な会社名 ─────

関連会社

㈲ヒラボウ製網　他

　上記の持分法非適用の関連会

社は、それぞれ中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等から見て、

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。

関連会社

クリストフルジャパン㈱

同左

(3）他の会社の議決権の100分の20

以上、100分の50以下を自己の

計算において所有しているにも

かかわらず当該他の会社を関連

会社としなかった当該他の会社

の名称

(3）他の会社の議決権の100分の20

以上、100分の50以下を自己の

計算において所有しているにも

かかわらず当該他の会社を関連

会社としなかった当該他の会社

の名称

(3）他の会社の議決権の100分の20

以上、100分の50以下を自己の

計算において所有しているにも

かかわらず当該他の会社を関連

会社としなかった当該他の会社

の名称

キュービーネット㈱ 

㈱共冷

Summit Design Technologies,

Inc.

㈱共冷

Summit Design Technologies,

Inc.

同左

（関連会社としなかった理由）

　当社の主たる営業目的である投

資育成のために取得したものであ

り、傘下に入れる目的で取得した

ものではないためであります。

（関連会社としなかった理由）

同左

（関連会社としなかった理由）

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．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社のうちＡＤＩＲＯＮ㈱、

日本コーバン㈱及び平田工機㈱の中

間決算日は、それぞれ８月31日、６

月30日及び７月31日であります。い

ずれも中間連結財務諸表の作成に当

たっては中間連結決算日との差異は

３ヶ月以内であるため、当該連結子

会社の中間財務諸表を基礎として連

結を行っております。なお、当該中

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、連結

上必要な修正を行うこととしており

ます。

　連結子会社の決算日はそれぞれ日

本コーバン㈱、ICS Garland Inc.及

び愛系思建筑材料技術(上海)有限公

司が12月31日、ＡＤＩＲＯＮ㈱が２

月末日、平田工機㈱は１月31日と

なっております。いずれも連結財務

諸表の作成に当たっては連結決算日

との差異は３ヶ月以内であるため、

当該連結子会社の決算日に係る財務

諸表を基礎として連結を行っており

ます。なお、当該決算日と連結決算

日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な修正を行うこと

としております。

　連結子会社の決算日はそれぞれ日

本コーバン㈱、ICS Garland Inc.が

12月31日、ＡＤＩＲＯＮ㈱が２月末

日、平田工機㈱は１月31日となって

おります。いずれも連結財務諸表の

作成に当たっては連結決算日との差

異は３ヶ月以内であるため、当該連

結子会社の決算日に係る財務諸表を

基礎として連結を行っております。

なお、当該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、

連結上必要な修正を行うこととして

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

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

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均

法により算定）

(1）有価証券

売買目的有価証券

同左

(1）有価証券

売買目的有価証券

同左

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券

同左

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、主として移

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、主として

移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法によ

り算定） 

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

主として移動平均法による低価

法

(3）たな卸資産

各社の業種に応じ、総平均法に

よる原価法、最終仕入原価法によ

る原価法、移動平均法による原価

法及び低価法により評価しており

ます。

(3）たな卸資産

主として移動平均法による低価

法
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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．重要な減価償却資産の減価償却

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）は定額法。

 

 

 

 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

２．重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率

法。在外連結子会社は定額法を採

用しております。

　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）

は定額法。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

２．重要な減価償却資産の減価償却

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）は定額法。

 

 

 

 

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

２～50年

機械装置及び運搬具

２～16年

建物及び構築物

２～50年

機械装置及び運搬具

２～14年

建物及び構築物

２～50年

機械装置及び運搬具

２～16年

　また、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採

用しております。 

同左 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

る利用期間（５年）に基づく定額

法

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．重要な繰延資産の処理方法

新株発行費

　商法施行規則が規定する最長

期間（３年間）で償却しており

ます。

３．重要な繰延資産の処理方法

新株発行費 

　３年間で償却しております。

３．重要な繰延資産の処理方法

新株発行費 

　商法施行規則が規定する最長

期間（３年間）で償却しており

ます。 

－ 23 －



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）

社債発行費

　社債の償還期限内または商法

施行規則が規定する最長期間

(３年間）のいずれか短い期間

で償却しております。また、子

会社は、支出時に全額費用とし

て処理しております。

社債発行費

　社債の償還期限内または３年

間のいずれか短い期間で償却し

ております。ただし、子会社は、

いずれも支出時に全額費用処理

しております。

 

 

社債発行費

　社債の償還期限内または商法

施行規則が規定する最長期間

（３年間）のいずれか短い期間

で償却しております。

　ただし、子会社は、いずれも

支出時に全額費用処理しており

ます。

（会計方針の変更）

　当社の新株発行費及び社債発

行費は、従来、支出時に全額費

用処理しておりましたが、将来

の投資案件に対する資金調達と

して実施した株主割当による新

株予約権の行使によって新株及

び社債の発行が多額となり、今

後も有効な資金調達方法のため

のコストが多額になることが予

想されることから、重要性の観

点より支出の効果が及ぶ将来の

期間に合理的に配分して適正な

期間損益計算を行うため、当中

間連結会計期間より商法施行規

則が規定する最長期間内で均等

償却する方法に変更しておりま

す。

　この結果、従来の方法に比べ、

営業外費用が39,825千円減少し、

税金等調整前中間純利益は、同

額増加しております。

───── （会計方針の変更）

　当社の新株発行費及び社債発

行費は、従来、支出時に全額費

用処理しておりましたが、将来

の投資案件に対する資金調達と

して実施した株主割当による新

株予約権の行使等によって新株

及び社債の発行が多額となり、

今後も有効な資金調達方法のた

めのコストが多額になることが

予想されることから、重要性の

観点より支出の効果が及ぶ将来

の期間に合理的に配分して適正

な期間損益計算を行うため、当

連結会計年度より商法施行規則

が規定する最長期間内で均等償

却する方法に変更しておりま

す。

　この結果、従来の方法に比べ、

営業外費用が52,274千円減少し、

経常利益及び税金等調整前当期

純利益は、それぞれ同額増加し

ております。

４．重要な引当金の計上基準

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

権及び破産更生債権等について

は、個々の債権の回収可能性を

勘案して、その回収不能見込額

を計上しております。

４．重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

４．重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

賞与引当金

　当中間連結会計期間の負担す

べき支給見込額を計上しており

ます。

賞与引当金

同左

賞与引当金

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）

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、会計

基準変更時差異（192,453千

円）については主として15年に

よる均等額（一部の連結子会社

は10年）を費用処理しておりま

す。 

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、会計

基準変更時差異（144,582千

円）については主として10年に

よる均等額を費用処理しており

ます。

 

（会計方針の変更）

　当社及び一部の連結子会社の退

職給付会計基準変更時差異

（47,871千円）については、従来

15年償却による按分額を費用処理

しておりましたが、当中間連結会

計期間において、一括して費用処

理する方法に変更しておりま

す。

　この変更は、退職給付会計適用

初年度に在籍していた従業員の大

多数が退職等となったため、未認

識会計基準変更時差異残高が実態

に合致しなくなったために行った

ものです。

　この結果、従来の方法に比べ、

税金等調整前中間純損失が11,703

千円増加しております。

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

退職給付債務の見込額に基づき、

計上しております。なお、会計

基準変更時差異（192,453千

円）については主として15年に

よる均等額（一部の連結子会社

は10年）を費用処理しておりま

す。

役員退職慰労引当金 

　役員退職慰労金を支給してい

る会社については、役員の退職

慰労金の支給に備え、内規に基

づく中間期末要支給額の100%を

計上しております。 

───── ─────

投資損失引当金 

　営業投資有価証券等について、

実質価額の下落による損失に備

えるため、健全性の観点から投

資先の経営成績及び財政状態を

勘案の上、その損失見積額を計

上しております。 

投資損失引当金

同左

投資損失引当金 

同左

返品調整等引当金 

　商品の販売において、将来発

生する可能性があると見込まれ

る返品に備えるため、売買利益

相当額等を計上しておりま

す。 

返品調整等引当金 

同左

返品調整等引当金 

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）

売上値引引当金 

　商品の販売において、将来発

生する可能性があると見込まれ

る売上値引等に備えるため、そ

の見込額を計上しております。

売上値引引当金 

同左

売上値引引当金 

同左

製品工事保証等引当金 

　工事等の無償修理費用の支出

に備えるため、個別に見積可能

なものについてその見積額を計

上しております。 

製品工事保証等引当金 

同左

製品工事保証等引当金 

同左

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。

５．重要なリース取引の処理方法

同左

５．重要なリース取引の処理方法

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 ６．重要なヘッジ会計の方法 ６．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

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。また、金利スワップ取引等に

つきましては、特例処理の要件を

満たしている場合には特例処理を

採用しております。

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。また、金利スワップ取引等に

つきましては、特例処理の要件を

満たしている場合には特例処理を

採用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

　為替予約取引、通貨オプショ

ン取引、金利スワップ取引

①　ヘッジ手段

　為替予約取引

①　ヘッジ手段

　為替予約取引、通貨オプショ

ン取引、金利スワップ取引

②　ヘッジ対象

　外貨建債務及び外貨建予定取

引、借入金利息

②　ヘッジ対象

　外貨建債務及び外貨建予定取

引

②　ヘッジ対象

　外貨建債務及び外貨建予定取

引、借入金利息

(3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針

　商品の輸入による買入債務等の

為替レート変動によるリスクを

ヘッジする目的で外国為替の実需

の範囲内で為替予約取引及び通貨

オプション取引を行うものとして

おります。

　また、借入金に係る金利変動リ

スクを回避する目的で金利スワッ

プ取引を行うものとしております。

　商品の輸入による買入債務等の

為替レート変動によるリスクを

ヘッジする目的で外国為替の実需

の範囲内で為替予約取引を行うも

のとしております。

　商品の輸入による買入債務等の

為替レート変動によるリスクを

ヘッジする目的で外国為替の実需

の範囲内で為替予約取引及び通貨

オプション取引を行うものとして

おります。

　また、借入金に係る金利変動リ

スクを回避する目的で金利スワッ

プ取引を行うものとしております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の変動額の累計額と

ヘッジ対象の変動額の累計額を比

較して有効性を判定することとし

ています。ただし、特例処理の要

件を満たしているものについては、

有効性の評価を省略しております。

　ヘッジ手段の変動額の累計額と

ヘッジ対象の変動額の累計額を比

較して有効性を判定することとし

ています。

　ヘッジ手段の変動額の累計額と

ヘッジ対象の変動額の累計額を比

較して有効性を判定することとし

ています。ただし、特例処理の要

件を満たしているものについては、

有効性の評価を省略しております。
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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）

７．その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる事項

７．その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる事項

７．その他連結財務諸表作成のため

の基本となる事項

(1）投資事業組合等への出資金に係

る会計処理

　投資事業組合等への出資金に係

る会計処理は、当社及び連結子会

社が、非業務執行組合員として出

資しているものについて、組合の

事業年度の財務諸表及び事業年度

の中間財務諸表に基づいて、組合

の純資産及び純損益を当社及び連

結子会社の出資持分割合に応じて、

各々、営業投資有価証券、営業収

益として計上しております。

(1）投資事業組合等への出資金に係

る会計処理

同左

(1）投資事業組合等への出資金に係

る会計処理

同左

（表示方法の変更）

　営業出資金に係る表示方法の

変更

　証券取引法等の一部を改正す

る法律（平成16年６月９日法律

第97号）により前中間連結会計

期間まで「営業出資金」に計上

しておりました投資事業組合等

への出資金は、当中間連結会計

期間より「営業投資有価証券」

に含めて表示する方法に変更し

ております。

　なお、当中間連結会計期間の

投資その他の資産の「営業投資

有価証券」に含まれる当該出資

の額は1,046,480千円であり、

前中間連結会計期間における投

資その他の資産の「営業出資

金」に含まれている当該出資の

額は510,618千円であります。

───── ─────

(2）営業投資有価証券に係る会計

処理

　投資事業目的にて取得した有

価証券は、営業投資有価証券と

して計上しております。

(2）営業投資有価証券に係る会計

処理

同左

(2）営業投資有価証券に係る会計

処理

同左

(3）消費税等の会計処理

　税抜き方式によっております。

(3）消費税等の会計処理

同左

(3）消費税等の会計処理

同左

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、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、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短期的な投資

を計上しております。

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。これにより税金等調整

前中間純利益は190,588千円減少しておりま

す。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の中間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。

───── （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190,588千円減少しております。

　また、セグメント情報に与える影響は、「第

５経理の状況、１連結財務諸表等、(1)連結財

務諸表、注記事項、セグメント情報」に記載

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9,617,952千円であります。

　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。

─────
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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）

１．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。

２．前中間連結会計期間まで、旧有限会社法に規定する有

限会社に対する当社持分は、「出資金」に含めて表示

しておりましたが、会社法及び会社法の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律第２条第２項により、そ

の持分が有価証券（株式）とみなされることとなった

ため、当中間連結会計期間より「投資有価証券」に含

めて表示しております。

　なお、当中間連結会計期間の「投資有価証券」に含

めた有限会社に対する持分は、5,432千円であります。

────── （中間連結損益計算書）

１．前中間連結会計期間において、販売費及び一般管理費

の内訳で「連結調整勘定償却額」として注記されてい

たものは、当中間連結会計期間から「のれん償却額」

と注記しております。

────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」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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追加情報

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）

（連結の範囲）

　従来連結子会社であった㈱ＭＴベーカリー

ズ（旧商号㈱モンタボー）は、事業再編に伴

う物的会社分割によって、㈱ＭＴベーカリー

ズ（分割会社）と㈱モンタボー（新設会社）

とに会社分割いたしました。会社分割後、当

社は分割会社から新設会社の全株式を当社の

主たる営業目的である投資育成のために取得

し、「投資その他の資産」の「営業投資有価

証券」に含めて計上したことから、新設会社

については連結の範囲から除外しております。

この結果、中間純利益は1,260百万円増加して

おります。その他の科目の影響額は以下のと

おりです。

売上高　　　　　　　　　　 △2,606百万円

売上総利益　　　　　　　　   △779百万円

営業利益　　　　　　　　　 　　 70百万円

経常利益　　　　　　　　　　　　72百万円

税金等調整前中間純利益　　　 1,258百万円

連結剰余金　　　　　　　　　 1,260百万円

連結総資産　　　　　　　　　   513百万円

　なお、㈱モンタボー（新設会社）の平成17

年９月末時点の財政状態、当社の保有比率及

び簿価は以下のとおりです。

資産　　　　　　　　　　　　 1,119百万円

負債　　　　　　　　　　　　　 819百万円

資本　　　　　　　　　　　　　 299百万円

保有比率　　　　　　　　　　　　　90.8％

簿価　　　　　　　　　　　　 1,498百万円

───── ─────

（有価証券の保有区分の変更）

　当中間連結会計期間より、当社の保有する

バイオセンサーズ・インターナショナル・グ

ループ・リミテッド株式の保有区分を「その

他有価証券」から「売買目的有価証券」に変

更し、流動資産の営業投資有価証券に含めて

表示しております。これは、同社がシンガポー

ル市場に上場したことにより当社の資産運営

方針を変更したためであります。この変更に

より、当中間連結会計期間の売上高が

1,490,208千円増加し、営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益が同額増加いたし

ました。

───── （有価証券の保有区分の変更）

　当連結会計年度より、当社の保有するバイ

オセンサーズ・インターナショナル・グルー

プ・リミテッド株式の保有区分を「その他有

価証券」から「売買目的有価証券」に変更し、

流動資産の営業投資有価証券に含めて表示し

ております。これは、同社がシンガポール市

場に上場したことにより当社の資産運営方針

を変更したためであります。この変更により、

当連結会計年度の売上高が1,599,941千円増加

したため、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益がそれぞれ同額増加しており

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
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

2,069,950千円であります。

※１．　　　　　───── ※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

2,015,281千円であります。

※２．担保提供資産

　受取手形割引高810,533千円、短期借

入金257,000千円、１年以内返済予定の

長期借入金262,886千円、長期借入金

750,179千円の担保として下記資産が供

されています。 

定期預金 163,013千円

建物及び構築物 575,088千円

機械装置 4,976千円

土地 656,897千円

投資有価証券 32,851千円

出資金 9,190千円

計 1,442,017千円

※２．担保提供資産

　受取手形割引高638,846千円、１年以

内返済予定の長期借入金224,432千円、

長期借入金672,869千円の担保として下

記資産が供されています。

 

定期預金 193,025千円

建物及び構築物 438,150千円

機械装置 4,025千円

土地 686,825千円

投資有価証券 43,176千円

出資金 9,190千円

計 1,374,393千円

※２．担保提供資産

　受取手形割引高787,409千円、１年以

内返済予定の長期借入金200,812千円及

び長期借入金448,415千円の担保として

下記資産が供されています。 

 

定期預金 193,013千円

建物及び構築物 448,596千円

機械装置 4,420千円

土地 771,555千円

投資有価証券 43,176千円

出資金 9,190千円

計 1,469,951千円

　下記の資産は、宅地建物取引業法に基

づく営業保証金として供託しております。

 　投資有価証券 10,018千円

　下記の資産は、宅地建物取引業法に基

づく営業保証金として供託しております。

 　投資有価証券 10,006千円

　下記の資産は、宅地建物取引業法に基

づく営業保証金として供託しております。

 　投資有価証券 10,012千円

３．保証債務

　連結会社以外の金融機関等からの借入

に対して次のとおり、債務保証を行って

おります。

㈱ディアイケイ 17,800千円

３．　　　　 ───── ３．　　　　 ─────

４．受取手形割引高及び裏書譲渡高

 　受取手形割引高 1,592,042千円

 　受取手形裏書譲渡高 61,316千円

４．受取手形割引高及び裏書譲渡高

 　受取手形割引高 1,271,903千円

　 受取手形裏書譲渡高 104,056千円

４．受取手形割引高及び裏書譲渡高

 　受取手形割引高 1,804,879千円

 　受取手形裏書譲渡高 84,374千円

 ※５．　　　　　─────  ※５．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

処理につきましては、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 30,211千円

 ※５．　　　　　─────

※６．財務諸表等規則第32条１項10号の更生

債権等に準ずる債権であります。　　　

※６．           同左　　 ※６．           同左　　
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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主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

役員報酬 110,420千円

給料賃金 1,161,500

賞与引当金繰入額 22,285

退職給付引当金繰入額 56,299

運賃諸掛 207,490

賃借料 248,936

支払手数料 205,038

減価償却費 85,681

貸倒引当金繰入額 15,184

連結調整勘定償却額 70,770

役員報酬 138,440千円

従業員給与・賞与 1,304,026

賞与引当金繰入額 25,223

退職給付引当金繰入額 48,351

運賃諸掛 206,001

賃借料 175,385

支払手数料 174,293

減価償却費 70,090

貸倒引当金繰入額 3,750

のれん償却額 47,218

従業員給与・賞与 2,519,892千円

賞与引当金繰入額 13,113

退職給付引当金繰入額 92,908

貸倒引当金繰入額 32,735

連結調整勘定償却額 143,615

※２．関係会社社債評価損

　金融商品会計基準に従い減損処理したも

のであります。

※２．　　　　　───── ※２．　　　　　─────

※３．　　　　　───── ※３．固定資産売却益の内容 ※３．固定資産売却益の内容

建物及び構築物 5千円

機械装置及び運搬具 366千円

工具器具備品 2千円

土地 65,985千円

工具器具備品 904千円

電話加入権 7千円

※４．　　　　　───── ※４．固定資産売却損の内容 ※４．固定資産売却損の内容

建物及び構築物 12,736千円

機械装置及び運搬具 1,019千円

工具器具備品 48千円

土地 91千円

電話加入権 111千円

機械装置及び運搬具 15千円

※５．固定資産除却損の内容 ※５．固定資産除却損の内容 ※５．固定資産除却損の内容

建物 34,486千円

機械装置 14,672千円

工具器具備品 3,693千円

電話加入権 8,666千円

建物及び構築物 97千円

工具器具備品 48千円

建物及び構築物 57,716千円

機械装置及び運搬具 14,672千円

工具器具備品 9,990千円

電話加入権 8,666千円
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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）

※６．減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。 

※６．減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。 

※６．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

計上しました。

場所 用途 種類

 東京都福生市  賃貸不動産  土地

 宮城県石巻市  賃貸不動産
 土地、建物

他

 北海道中川郡

 他２ヶ所
 遊休資産  土地

 福島県他４ヵ所

 海洋事業

 営業車両、

 倉庫他

 建物、リー

ス資産他

場所 用途 種類

 北海道釧路市  遊休資産
 土地、建物

 他

場所 用途 種類

 東京都福生市  賃貸不動産  土地

 宮城県石巻市  賃貸不動産
 土地、建物

他

 北海道中川郡

 他２ヶ所
 遊休資産  土地

 福島県他４ヵ所

 海洋事業

 営業車両、

 倉庫他

 建物、リー

ス資産他

　当社グループは、事業資産については事

業を基礎とし、賃貸不動産及び遊休資産に

ついては物件単位にグルーピングを行って

おります。

　賃貸不動産及び遊休資産については、近

年の地価下落傾向の中、帳簿価額に対し時

価が著しく下落したため、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（182,264千円）として特別損失に計上

しました。また、海洋事業については、水

産マーケットの長期縮小傾向が続く中、今

後も大幅な収益の改善は見込めないため、

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（8,324千円）として特

別損失に計上しました。その内訳は、土地

176,815千円、建物6,792千円、リース資産

4,149千円、その他2,832千円でありま

す。

　なお、当該資産の回収可能価額は主とし

て使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを1.3%で割り引いて算

出しております。

　当社グループは、事業資産については事

業を基礎とし、賃貸不動産及び遊休資産に

ついては物件単位にグルーピングを行って

おります。

　海洋事業の遊休資産のうち、売却予定資

産について、帳簿価額を売却見込価額まで

減額し、当該減少額を減損損失（10,757千

円）として特別損失に計上しました。その

内訳は、建物6,907千円、土地3,699千円、

その他151千円であります。

　当社グループは、事業資産については事

業を基礎とし、賃貸不動産及び遊休資産に

ついては物件単位にグルーピングを行って

おります。

　賃貸不動産及び遊休資産については、近

年の地価下落傾向の中、帳簿価額に対し時

価が著しく下落したため、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（182,264千円）として特別損失に計上

しました。また、海洋事業については、水

産マーケットの長期縮小傾向が続く中、今

後も大幅な収益の改善は見込めないため、

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（8,324千円）として特

別損失に計上しました。その内訳は、土地

176,815千円、建物6,792千円、リース資産

4,149千円、その他2,832千円でありま

す。

　なお、当該資産の回収可能価額は主とし

て使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを1.3%で割り引いて算

出しております。
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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（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 207,180,381 － － 207,180,381

合計 207,180,381 － － 207,180,381

自己株式

普通株式　（注） 86,177 29,396 35,480 80,093

合計 86,177 29,396 35,480 80,093

（注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求によるも

のであります。

　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（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）

2008年満期転換社債型新株予約権

付社債に付された新株予約権
普通株式 20,833,333 － － 20,833,333 －

　３．配当に関する事項

（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 828,376 4 平成18年３月31日 平成18年６月29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 5,383,835千円

預け入れ期間が３ケ月を超

える定期預金

△267,899千円

現金及び現金同等物 5,115,936千円

現金及び預金勘定 5,383,835千円

預け入れ期間が３ケ月を超

える定期預金

△267,899千円

現金及び現金同等物 5,115,936千円

現金及び預金勘定 11,076,384千円

預け入れ期間が３ケ月を超

える定期預金

△248,017千円

現金及び現金同等物 10,828,366千円

※２．新設会社が引き継いだ平成17年４月

１日現在の現金及び現金同等物

49,425千円を含めております。

※２．　　　　　───── ※２．前連結会計年度末に連結子会社であっ

た㈱ＭＴベーカリーズ（旧商号㈱モ

ンタボー）は、事業再編に伴う物的

会社分割によって、㈱ＭＴベーカリー

ズ（分割会社）と㈱モンタボー（新

設会社）とに会社分割いたしました。

これに伴い新設会社が引き継いだ平

成17年４月１日現在の現金及び現金

同等物49,425千円を含めております。
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（リース取引関係）

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．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、減損損失累計額及び中間

期末残高相当額 

（単位：千円）

取得価額

減価償却

累計額

減損損失

累計額

中間期

末残高

相当額 相当額 相当額 相当額

機械及び

装置
90,552 53,378 － 37,174

車両運搬

具
4,300 1,361 2,939 －

工具器具

備品
167,681 62,315 － 105,365

ソフト

ウェア
65,680 27,247 － 38,432

合計 328,214 144,303 2,939 180,972

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額及び中間

期末残高相当額 

（単位：千円）

取得価額

減価償却

累計額

減損損失

累計額

中間期

末残高

相当額 相当額 相当額 相当額

機械及び

装置
80,087 38,845 － 41,241

車両運搬

具
4,300 2,221 2,078 －

工具器具

備品
127,441 89,104 － 38,336

ソフト

ウェア
105,751 34,788 － 70,962

合計 317,579 164,960 2,078 150,540

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 

（単位：千円）

取得価額

減価償却

累計額

減損損失

累計額

期末

残高

相当額 相当額 相当額 相当額

機械及び

装置
119,556 81,893 － 37,662

車両運搬

具
4,300 1,791 2,508 －

工具器具

備品
90,989 58,749 － 32,239

ソフト

ウェア
89,299 30,896 － 58,403

合計 304,145 173,331 2,508 128,305

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 62,374千円

１年超 125,636千円

合計 188,010千円

リース資産減損勘定

の残高
2,939千円

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 57,826千円

１年超 101,805千円

合計 159,632千円

リース資産減損勘定

の残高
2,078千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

    未経過リース料期末残高相当額

１年以内 43,959千円

１年超 87,045千円

合計 131,004千円

リース資産減損勘定

の残高
2,508千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩高、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料 55,540千円

減価償却費相当額 51,224千円

支払利息相当額 4,301千円

減損損失 2,939千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩高、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料 33,737千円

リース資産減損勘定

の取崩額
430千円

減価償却費相当額 30,625千円

支払利息相当額 2,525千円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

支払リース料 54,701千円

リース資産減損勘定

の取崩額
430千円

減価償却費相当額 52,598千円

支払利息相当額 2,055千円

減損損失 2,939千円

(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。

(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。

(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

同左

 

 

(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

同左

 

 

 ２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料                      

１年以内 3,756千円

１年超 3,861千円

合計 7,617千円

─────

 ２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料                      

１年以内 3,564千円

１年超 297千円

合計 3,861千円

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年以内 3,564千円

１年超 2,079千円

合計 5,643千円

─────
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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日現在）

１．満期保有の目的の債券で時価のあるもの

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 10,018 10,054 36

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 10,018 10,054 36

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

投資有価証券に属するもの

(1）株式 75,449 63,596 △11,852

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 75,449 63,596 △11,852

営業投資有価証券に属するもの

(1）株式 829,341 895,158 65,816

(2）債券 － － －

(3）その他 462,182 1,046,480 584,298

小計 1,291,524 1,941,639 650,115

合計 1,366,974 2,005,236 638,262

（注）当中間連結会計期間において減損処理が必要なその他有価証券はありません。

なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行っております。

３．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（千円）

その他有価証券

（投資有価証券）

株式 38,407

（営業投資有価証券）

株式 3,340,752
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当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．満期保有の目的の債券で時価のあるもの

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 10,006 10,010 4

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 10,006 10,010 4

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

投資有価証券に属するもの

(1）株式 51,152 41,252 △9,899

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 51,152 41,252 △9,899

営業投資有価証券に属するもの

(1）株式 2,473,395 2,427,971 △45,423

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 2,473,395 2,427,971 △45,423

合計 2,524,547 2,469,224 △55,323

３．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（千円）

その他有価証券

（投資有価証券）

株式 34,250

（営業投資有価証券）

株式 1,506,160

投資事業組合への出資額 338,655

（注）１．減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行っております。

２．当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について966,951千円（営業投資有価証券）の

減損処理を行っております。

なお、当該株式の減損処理のうち、サミット・デザイン・テクノロジーズ・インク社につきましては、中間期

末日後に同社の経営権をもつ筆頭株主の意向により、当社も同社株式を処分せざるを得ない状況となり、修正

後発事象に該当するものとして投資回収見込額まで減損処理を行ったものであります。
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前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．満期保有の目的の債券で時価のあるもの

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 10,012 10,009 △3

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 10,012 10,009 △3

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

投資有価証券に属するもの

(1）株式 51,152 45,759 △5,392

(2）債券 － － －

小計 51,152 45,759 △5,392

営業投資有価証券に属するもの

(1）株式 633,268 704,848 71,579

(2）債券 － － －

小計 633,268 704,848 71,579

合計 684,420 750,607 66,186

（注）減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行っており

ます。

３．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（千円）

その他有価証券

（投資有価証券）

株式 74,250

（営業投資有価証券）

株式

投資事業組合等への出資金

1,349,962

31,406
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（デリバティブ取引関係）

取引の時価等に関する事項

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等 (千円) 時価 (千円) 評価損益 (千円)

金利 スワップ取引    

  受取変動・支払固定 1,000,000 △18,456 △18,456

通貨 オプション取引    

 買建    

 　　コール 577,927 35,296 35,296

 売建    

 　　プット 1,505,610 △40,971 △40,971

合計 3,083,537 △24,130 △24,130

（注）１．上記金利スワップ契約、通貨オプション契約における想定元本額はこの金額自体がデリバティブ取

引に係る市場リスク量を示すものではありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は開示の対象から除いております。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等 (千円) 時価 (千円) 評価損益 (千円)

金利 スワップ取引    

  受取変動・支払固定 600,000 △8,959 △8,959

原油 スワップ取引    

  受取変動・支払固定 131,160 △9,589 △9,589

合計 731,160 △18,548 △18,548

（注）１．上記金利スワップ契約、原油スワップ契約における想定元本額はこの金額自体がデリバティブ取引

に係る市場リスク量を示すものではありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は開示の対象から除いております。

３．原油スワップ取引の契約額等の算定につきましては、想定取引数量に契約約定価格を乗じたものであり

ます。

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等 (千円) 時価 (千円) 評価損益 (千円)

金利 スワップ取引    

  受取変動・支払固定 1,000,000 △7,868 △7,868

合計 1,000,000 △7,868 △7,868

（注）１．上記金利スワップ契約における想定元本額はこの金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量

を示すものではありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は開示の対象から除いております。
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（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

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

投資事業

（千円）

海洋事業

（千円）

食品事業

（千円）

産業資材事業

（千円）

ファッション

事業

（千円）

その他の事業

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ．売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
3,082,392 568,770 352,886 4,965,235 1,396,536 156,697 － 10,522,518

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ － 357 180 60,489 － (61,026) －

計 3,082,392 568,770 353,243 4,965,415 1,457,025 156,697 (61,026) 10,522,518

Ⅱ．営業費用 1,831,809 714,647 493,351 4,906,673 1,608,587 174,576 (61,415) 9,668,231

Ⅲ．営業損益 1,250,582 △145,877 △140,107 58,741 △151,561 △17,878 (388) 854,287

（注）１．事業区分の方法

当グループの取扱商品の種類にもとづく売上集計区分としております。

２．事業区分に属する主な製品

投資事業　　………インベストメントバンキング業務

海洋事業　　………漁網並びに関連資材及び漁撈用各種資材・機械器具、陸上資材、水産食品などの販売等

食品事業　　………スクラッチ・ベーカリー事業、本格焼酎の製造販売等

産業資材事業………合成樹脂建材、防水工法の開発・販売、特殊フィルム・照明機材等の販売

ファッション事業…ファッション・グッズの販売

その他の事業………不動産の売買・仲介及び賃貸、保険代理店業等

３．当中間連結会計期間において、㈱ＭＴベーカリーズ（旧商号㈱モンタボー）が平成17年４月１日付けで会社分

割を実施し、事業規模の大きい新設会社である㈱モンタボーは、当社が投資目的で保有しているため子会社に

該当いたしません。このため、食品事業の売上高及び営業費用は前中間連結会計期間と比べ、大幅に減少して

おります。なお、㈱モンタボーの影響額については、「第５．経理の状況、１ 中間連結財務諸表等、(1)中間

連結財務諸表、追加情報、(連結の範囲)」に記載のとおりであります。
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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）

投資事業

（千円）

産業資材事業

（千円）

ファッション

事業

（千円）

海洋事業

（千円）

その他の事業

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ．売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
4,853,119 5,391,092 1,353,368 296,449 189,723 － 12,083,753

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 301 14 － － (315) －

計 4,853,119 5,391,393 1,353,382 296,449 189,723 (315) 12,083,753

Ⅱ．営業費用 6,785,094 5,457,860 1,429,455 311,286 200,744 (15,944) 14,168,496

Ⅲ．営業損益 △1,931,974 △66,466 △76,073 △14,836 △11,020 15,628 △2,084,743

（注）１．事業区分の方法

当社及び連結子会社の事業内容に基づく区分によっております。

２．各区分の事業内容

投資事業　　………プライベート・エクイティ投資、ＥＰＩ投資、プレＩＰＯ投資

産業資材事業………合成樹脂建材、防水工法の開発・販売、特殊フィルム・照明機材等の販売、建築用床材の

製造・販売

ファッション事業…ブランドバック・ファッション雑貨の企画製造及び輸入販売

海洋事業　　………漁網資材・陸上資材の販売、船舶用機器の修理

その他の事業………保険代理店業、不動産賃貸業、Ｗｅｂインテグレーション事業
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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）

投資事業

（千円）

産業資材事業

（千円）

ファッション

事業

（千円）

海洋事業

（千円）

食品事業

（千円）

その他の事業

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ．売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
7,930,096 10,567,289 2,699,530 956,832 537,949 341,028 － 23,032,726

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ 180 59,784 － 4,316 － (64,281) －

計 7,930,096 10,567,469 2,759,315 956,832 542,265 341,028 (64,281) 23,032,726

Ⅱ．営業費用 6,377,812 10,078,599 3,029,569 1,166,082 719,303 357,465 (67,833) 21,660,999

Ⅲ．営業損益 1,552,284 488,869 △270,253 △209,250 △177,037 △16,437 3,552 1,371,727

（注）１．事業区分の方法

当社及び連結子会社の事業内容に基づく区分によっております。

２．事業区分に属する主な製品

投資事業　　………プライベート・エクイティ投資、上場企業への投資、プレＩＰＯ投資

産業資材事業………合成樹脂建材、防水工法の開発・販売、特殊フィルム・照明機材等の販売、建築用床材の

製造・販売

ファッション事業…ブランドバック・ファッション雑貨の企画製造及び輸入販売

海洋事業　　………漁網資材・陸上資材の販売、船舶用機器の修理

食品事業　　………本格焼酎の製造販売、スクラッチ・ベーカリー事業

その他の事業………保険代理店業、不動産賃貸業、Ｗｅｂインテグレーション事業

３．食品事業につきましては、㈱ＭＴベーカリーズ（旧商号㈱モンタボー）が平成17年４月１日に会社分割を実施

後、平成18年９月28日に当社が保有する全株式を売却し、一方、事業規模の大きい新設会社である㈱モンタボー

は、当社が投資目的で一時的に保有していたため子会社に該当いたしません。また、常楽酒造㈱は平成18年３

月16日に当社が保有する全株式を売却いたしました。この結果、食品事業の売上高及び営業費用は前連結会計

年度に比べ、大幅に減少いたしました。

ｂ．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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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）

　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（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日） 

シンガポール 計

Ⅰ．海外売上高（千円）

（注）
2,814,595 2,814,595

Ⅱ．連結売上高（千円） 10,522,518

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 26.7 26.7

（注）海外売上高の中には、保有株式の評価益1,490,208千円が含まれております。

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） 

シンガポール アメリカ 計

Ⅰ．海外売上高（千円）

（注）
2,801,582 657,587 3,459,169

Ⅱ．連結売上高（千円） 12,083,753

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.2 5.4 28.6

（注）海外売上高の中には、保有株式の評価損1,291,797千円が含まれております。

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）

シンガポール 計

Ⅰ．海外売上高（千円）

（注）
3,763,806 3,763,806

Ⅱ．連結売上高（千円） 23,032,726

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 16.3 16.3

（注）海外売上高の中には、保有株式の評価益1,599,941千円が含まれております。
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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）

１．１株当たり純資産額  52円18銭

２．１株当たり中間純利益

金額
  ３円76銭

１．１株当たり純資産額  46円46銭

２．１株当たり中間純損失

金額
  15円49銭

１．１株当たり純資産額  66円34銭

２．１株当たり当期純利益

金額
９円91銭

３．潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額

 ３円42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

存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

  ８円98銭

（注）１．１株当たり純資産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)

純資産の部の合計額（千円） － 9,674,565 －

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ 51,979 －

（うち少数株主持分）  (－) (51,979)  (－)

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（千円）
－ 9,622,586 －

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数（千

株）

－ 207,100 －

（注）２．１株当たり中間（当期）純利益（損失）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（△損失）

（千円）
722,697 △3,207,605 2,202,381

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 249,700

（うち利益処分による役員賞与金）  (－)  (－) (249,700)

普通株式に係る中間（当期）純利益（△

損失）（千円）
722,697 △3,207,605 1,952,681

期中平均株式数（千株） 192,452 207,091 196,980

－ 46 －



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)

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（△損失）金額調

整額（千円）
－ － －

普通株式増加額（千株） 18,727 － 20,387

（うち新株予約権付社債） (16,276)  (－) (18,548)

（うち新株予約権） (2,451)  (－) (1,839)

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

　平成16年９月13日取締

役会決議による第３回新

株予約権（新株予約権の

数390個）

普通株式390,000株

　連結子会社日本コーバ

ン㈱は、新株予約権を発

行しておりますが、非公

開会社で株価について市

場価格がないことから、

連結子会社のワラントを

連結上の潜在株式調整後

１株当たり中間純利益の

算定には反映させていま

せん。

　平成16年８月25日取締

役会決議による第１回新

株予約権（新株予約権の

数5,580個）

普通株式5,580,000株

　平成16年９月７日取締

役会決議による第２回新

株予約権（新株予約権の

数1,050個）

普通株式1,050,000株

　平成16年９月13日取締

役会決議による第３回新

株予約権（新株予約権の

数340個）

普通株式340,000株

　平成17年６月７日取締

役会決議による第４回新

株予約権（新株予約権の

数1,740個）

普通株式1,740,000株

　2008年満期ユーロ円貨

建転換社債型新株予約権

付社債（券面総額

5,000,000千円）

普通株式20,833,333株

　なお、この他に連結子

会社の有する潜在株式と

して、新株予約権１種類

があります。

　平成16年９月13日取締

役会決議による第３回新

株予約権（新株予約権の

数390個）

普通株式390,000株
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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）

会社分割（簡易分割）による海洋事業部門の分社化 

　当社は、平成17年10月1日を期して、当社の海洋事業部門を会社分割し、株式会社ヒラタ（新設会社）に承

継いたしました。

１．会社分割の目的

　分社化により海洋事業の競争力強化、収益力向上を図るものであります。

２．会社分割の要旨

　（1） 分割の日程

　　　分割計画書承認取締役会　　　　平成17年９月15日

　　　分割期日　　　　　　　　　　　平成17年10月１日

　　　分割登記　　　　　　　　　　　平成17年10月３日

　（2） 分割方式

　　当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする分社型新設分割であります。商法374条ノ６（簡易

新設分割）第１項の規定により、同法第374条第１項の株主総会の承認を得ないで新設分割を行いまし

た。

　（3） 株式の割当

　　新設会社は、当社に本分割に際して発行する普通株式200株全てを割当て交付しました。

　（4） 分割交付金

　　分割交付金の支払いはありません。

　（5） 新設会社が承継する権利義務

　①　新設会社は、当社の海洋事業に関する資産及び負債並びにこれに付帯する一切の権利義務を承継し

ます。なお、当社から新設会社に対する債務の承継は、重畳的債務引受によります。

　②　新設会社は、当社の海洋事業部門に属する従業員に係る労働契約を承継します。

　（6） 債務履行の見込み

　　本分割において、当社及び新設会社が負担すべき債務については履行の確実性に問題はないものと判

断いたします。

　（7） 新設会社に新たに就任する役員

　本分割に際して、新設会社に就任する取締役及び監査役は、以下のとおりです。

　取締役　　伊東　秀司、増子　隆、西崎　和典

　監査役　　秋田　勉
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３． 分割当事会社の概要（平成17年９月30日現在）

（ 1） 商　　　　　号
ビーエスエル株式会社

（分割会社）

株式会社ヒラタ

（新設会社） 

（ 2） 事　業　内　容 　投資事業及びそれに付随する事業

　水産資材、船具機械、農業資材、水産

食品、環境機器の製造、加工、販売及

びそれらに付随する事業

（ 3） 設 立 年 月 日 大正７年２月22日 平成17年10月３日

（ 4） 本 店 所 在 地 　東京都港区赤坂八丁目10番24号 　東京都港区赤坂八丁目10番24号

（ 5） 代　　表　　者 　代表取締役ＣＥＯ　竹井　博康 　代表取締役社長　伊東　秀司

（ 6） 資　　本　　金 　6,822,566千円 　10,000千円

（ 7） 発行済株式総数 　196,803,204株 　200株

（ 8） 株　主　資　本 11,316,493千円 266,381千円

（ 9） 総　　資　　産 16,951,489千円 455,033千円

（10） 決　　算　　期 ３月31日 ３月31日

（11） 従　業　員　数 　43名 　18名

（12） 主 要 取 引 先 　金融機関（銀行、証券会社等） 　各県漁連等

（13） 大株主及び持株比率

　日本証券金融株式会社　　　5.86％

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）　　　　5.35％

竹井　博康　　　　　　　　4.11％

三浦　慶政　　　　　　　　2.44％

野村信託銀行株式会社（投信口）

　　　　　　　　　　　　　1.74％

エスアイエス　セガ　インター

セトル　エージー　　　　　1.67％

　ビーエスエル株式会社　　 　100％

（14） 主要取引銀行

　株式会社三井住友銀行

　株式会社東京三菱銀行

　株式会社みずほコーポレート銀行

　未定

 　資本関係 　新設会社は当社の100％子会社となります。

（15） 当事会社の関係 　人的関係
　当社は新設会社に役員を派遣します。

当社は新設会社に従業員の転籍を行います。

 　取引関係 　当社は新設会社から管理業務の一部を受託します。
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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）

該当事項はありません。
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