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平成１９年３月期   中間決算短信（連結）      平成１８年１１月２４日 

上 場 会 社 名 株式会社ＭＩＥテクノ            上場取引所      名 

コ ー ド 番 号 ５３９７                  本社所在都道府県  三重県 

（ＵＲＬ  http://www.mie-techno.com ） 

代 表 者   役職名 取締役社長    氏名  水口尚之  

問合せ先責任者   役職名 常務取締役    氏名  高木幹夫   ＴＥＬ (０５９４) ３１－３１３１ 

決算取締役会開催日 平成１８年１１月２４日 

米国会計基準採用の有無   無 

１．１８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                                  （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円  ％ 
３，４００ １１．３ 
３，０５５ １１．３ 

百万円   ％ 
１８２  △１７．０ 
２１９   ２５．９ 

百万円   ％ 
１５０   ３．７ 
１４４  ４２．４ 

１８年３月期 ６，３１４ ３８６        ２５２ 
 

 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 

 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円   ％ 
 ９５ △１１．４ 
１０７   ５．５ 

円   銭 
８  ６３ 
９  ７５ 

円   銭 
――  ―― 
――  ―― 

１８年３月期 １７３ １５  ７１ ――  ―― 

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

②期中平均株式数(連結) 18年9月中間期11,016,236株 17年9月中間期11,007,870株 18年3月期11,011,367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 
 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円 
６，８５５ 
６，４９６ 

百万円 
１，４１４ 
１，１５９ 

％ 
１９．３ 
１７．８ 

円   銭 
１１９ ８４ 
１０５ ２２ 

１８年３月期 ６，１９０ １，２２９ １９．９ １１１ ６２ 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期11,025,043株 17年9月中間期11,016,051株 18年3月期11,015,131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 

 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円 
△２１１ 

２８ 

百万円 
３ 
３ 

百万円 
２６４ 
△２０ 

百万円 
４１３ 
５０８ 

１８年３月期 △２５８ △１０ １２７ ３５７ 
 
(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    ３社  持分法適用非連結子会社数   ０社   持分法適用関連会社数   ０社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規) ０社   (除外)    ０社    持分法 (新規)    ０社   (除外)   ０社 
 
２．１９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 
 

通  期 
百万円 

６，５００ 
百万円 

３００ 
百万円 

２１０ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） １８円 ３６銭 

 

＊ 上記の予想につきましては、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、今後の事業環

境の変化により実績は異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、５頁を参照ください。 
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１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社と関係会社３社で構成されており、ステンレス製管継手の専業メーカーとて、工

場用溶接継手、建築用溶接継手、フランジ、ねじ込み継手、またそれらをパイプ等に組み込んだプレハブ

加工品の製造・販売を主な事業として取り組んでおります。 

 なお、当社及び関係会社の位置づけは、次のとおりであります。 
  

 

              製品  
  

  

   

  

   商品      製品         製品  

 

 

（注）上記㈱ＭＩＥフォワード以下３社は、連結子会社であります。 

 

２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

当社及び当社グループは、「調和と決断のもとでの発展」を経営理念として次の５つを経営の基本

方針としております。 

① 社員の尊重、株主の重視、お取引先への還元と環境社会への貢献。 

② 目標管理の徹底と自主的な発想による革新へのチャレンジ。 

③ キャッシュ・フローの確保と開発投資、省力化投資の計画的な実践。 

④ 徹底した生産効率の追求とグローバルネットワークの強化。 

⑤ １００年の伝統・技術の継承と新しい市場・技術の創造。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

社員・株主・取引先・社会への調和ある還元を最優先とし、より一段の収益基盤、成長基盤の強化を

目指し、生産体制の効率化・合理化と営業力の強化を図ります。 

 

（３）中長期的な経営戦略 

当社グループは、「ステンレス製管継手」部門への資源の集中により、継手総合メーカーへと脱皮し

てまいりました。今後、その地位を確固たるものにするために、社内生産ではガス事業法、電気事業法、

船級などに基づく高規格を要求される製品に特化し、汎用品分野では価格競争力を強化すべく更なる調

達先の多様化を進めていきます。国内販売では高品質を武器に船舶、半導体工場向けの営業を強化する

一方、価格競争力のある商品調達により汎用品分野でも積極的な営業活動を行っていきます。又、海外

販売ではタイ・マレーシア・シンガポールを中心に東南アジアでの営業活動を本格化するとともに、中

国での販売ルートの開拓に注力してまいります。 

 

（４）対処すべき課題 

当社グループは、「ステンレス製管継手」の最有力企業グループとしての地位を確固たるものにす

るため、平成１７年８月“ＭＩＥチャレンジ１００”をキャッチフレーズにした中期経営計画を策定

いたしました。平成１９年６月に創立１００周年を迎えるこの中期経営計画では、以下の４本柱を指

針としております。 

① 企業価値の増大 

 ｏキャッシュフローの継続的確保 

 ｏ資産効率の向上 

ステンレス製管継手製品 

当       社 

㈱中部マテリアルズ 

そ の 他 

㈱MIE 

ﾌｫﾜｰﾄﾞ 

㈱MIE フィッティング 

外注加工 

梱包・保管・発送

得     意     先 
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 ｏ株主配当の復活 

② 経営基盤の強化 

 ｏ“ものづくり”の再建 

 ｏグローバル化の中での販売基盤の強化 

 ｏ新製品投入と新分野開拓への準備 

③ 顧客満足度の向上 

 ｏ製品・サービス品質水準の維持、向上 

 ｏ調達・購入の多様化を通じての徹底的なコスト引き下げ 

 ｏ生産合理化に全力投球 

④ 時代の要請への的確な対応 

 ｏコーポレートガバナンスの確立 

 ｏ環境社会への確実な適応 

 ｏ少子・高齢化時代への対応 

 

（５）親会社等に関する事項 

該当ありません。 

 

（６）その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等） 

① 平成１８年１０月１日株式会社ＭＩＥフォワードとの株式交換を実施しました。 

② 平成１８年１０月３１日株式会社ベネックスとの間で、資本・業務提携契約を締結いたしました。 

詳細は２５、２６頁（重要な後発事象）に記載しております。 

 

３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績の概要 

① 当中間連結会計期間の概要 

当中間連結会計期間のわが国経済は、輸出の堅調、国内民間設備投資の拡大などに支えられ、好調

に推移しました。その結果、企業収益は大幅に向上し雇用環境の改善から個人消費にも回復が見られ

デフレ脱却に向けての動きが加速されました。 

当社グループを取り巻く環境は、主要原材料であるステンレス鋼材がニッケル価格の急騰を受け大

幅な上昇を続けています。一方製品は、溶接継手分野で昨年来顕著となってきた台湾・中国からの輸

入急増もあり、価格競争が続いております。 

このような状況下、当社グループは、販売価格改定や造船・半導体製造工場など高成長企業への営

業活動に注力するとともにコスト削減に向けて調達先の多様化に取り組みました。 

その結果、売上高は３，４００百万円（前年同期間比１１．３％増）、営業利益は１８２百万円

（前年同期間比１７．０％減）、経常利益は１５０百万円（前年同期間比３．７％増）、中間純利益

は９５百万円（前年同期間比１１．４％減）となりました。 

② 事業別の概況 

当社グループは、ステンレス製管継手部門へ事業を集中してまいりました結果、同部門の売上高、

営業利益に占める割合がこの２年間いずれも９０%を超えております。このため、事業の種類別セグ

メントは省略しております。 
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③ 財政状態                               （単位：百万円） 

項  目 平成１８年９月期 平成１７年９月期 増  減 

営業活動によるキャッシュ・フロー △２１１ ２８ △２３９ 

投資活動によるキャッシュ・フロー ３ ３ ０ 

財務活動によるキャッシュ・フロー ２６４ △２０ ２８５ 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 換 算 差 額 △０ △０ △０ 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ５５ １０ ４５ 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 ４１３ ５０８ △９５ 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前中間連結会計期間末に比べ９５百万

円減少し４１３百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益１１９百万円を確保いたしました

が、売上増に伴う売上債権の増加３６１百万円、下期販売対策及びステンレス価格急騰対策として積

極的に積み増した商品・原材料等の増加２５９百万円などがあり、２１１百万円の資金減少となりま

した。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得１０百万円、有形固定資産の売却１１

百万円などがあり、３百万円の資金増加となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、予測される金利上昇局面に備え、長期固定金利借入を積極

的に導入した結果、長期借入金は３７８百万円の増加、短期借入金は１１７百万円の減少となり、  

２６４百万円の資金増加となりました。 

当社グループのキャッシュ･フロー指標の推移は下記のとおりであります。 

 

 平成１７年９月 

中間期 
平成１８年３月期 

平成１８年９月 

中間期 

自己資本比率（％） １７．８ １９．９ １９．３ 

時価ベースの自己資本比率（％） ３９．０ ３２．９ ３２．８ 

債務償還年数（年） ４９．２ ―― ―― 

インタレスト･カバレッジ･レシオ（倍） ０．５ ―― ―― 

(注) １ 各指標の計算式は、以下のとおりです。 

＊ 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 

２ 各指標は、いずれも連結ベースの数値により計算しております。 

３ 株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式数（自己株式控除後）により算定

しております。 

４ 平成１８年３月期及び平成１８年９月中間期の債務償還年数とインタレスト・ガバレッ

ジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりま

せん。 
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４．当期の見通し 

（１）業績の見通し 

今後のわが国の経済見通しにつきましては、素材価格の高騰、金利の上昇、為替の動向などが企業業

績に影響を与える懸念がありますが、個人消費や活発な設備投資等により引き続き堅調に推移するもの

と予測されます。 

当社グループといたしましては、原材料価格や輸入商品価格の高騰に対して製品販売価格の改善に努

めるとともに、引き続き国内外での営業活動の強化、調達の多様化によるコスト削減に取り組んでまい

ります。 

このようななか、平成１９年３月期の連結及び単独の見通しは、次のとおりであります。 

                                 （単位：百万円） 

通期（平成１９年３月）  

連 結 単 独 

売 上 高 ６，５００（＋ ２．９％） ５，７００（＋ ４．６％） 

営業利益 ４２０（＋ ８．８％） ２７０（＋２８．６％） 

経常利益 ３００（＋１９．０％） １９０（＋５０．８％） 

当期純利益 ２１０（＋２１．４％） １５０（＋３０．４％） 

  （注）（  ）内は前期比 

（２）事業等のリスク 

  当社グループは、ステンレス製管継手部門に事業を集約してまいりました結果、同部門の売上高、営

業利益に占める割合が９０％を超えるまでになっております。このため当社グループの販売・収益基盤

はステンレス材料の価格動向により大きく影響を受けます。現在このステンレス材料の価格は高騰が続

いておりますが、なお大幅に変動することが予想されます。製品価格への転嫁と共にコスト引き下げの

取組みに全力を傾注しておりますが、進展状況によって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。 

  上記に加え、現時点で想定される主なリスクは、以下のような事項があります。 

① 日本および世界経済（特に中国経済）の動向   

② 設備投資動向の急激な変動          

③ 大幅な為替変動 

④ 長期金利の変動 
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５．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           

  現金及び預金   523,989   434,578   375,679  

  受取手形及び売掛金 ※４  1,414,419   1,917,074   1,555,373  

  棚卸資産   1,491,969   1,483,151   1,223,893  

  その他   62,723   78,248   61,355  

  貸倒引当金   △14,609   △14,988   △16,989  

流動資産合計   3,478,493 53.5  3,898,065 56.9  3,199,313 51.7 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 ※1,2          

  建物及び構築物   263,791   239,130   250,969  

  機械装置 
  及び運搬具 

  122,727   112,102   118,845  

  土地   2,453,228   2,451,836   2,451,836  

  その他   40,320   43,153   47,022  

 有形固定資産合計   2,880,069 44.4  2,846,222 41.5  2,868,674 46.3 

(2) 無形固定資産   18,565 0.3  13,997 0.2  15,776 0.3 

(3) 投資その他の資産           

  投資有価証券 ※２  68,566   54,626   58,089  

  その他   86,153   60,967   67,644  

  貸倒引当金   △35,623   △18,463   △18,505  

 投資その他の資産 
 合計 

  119,097 1.8  97,130 1.4  107,228 1.7 

固定資産合計   3,017,732 46.5  2,957,349 43.1  2,991,679 48.3 

資産合計   6,496,226 100.0  6,855,415 100.0  6,190,992 100.0 
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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) 

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           

  支払手形及び買掛金 ※2,4  1,411,695   1,213,354   894,838  

  短期借入金 ※２  1,600,511   1,749,505   1,866,642  

  一年内返済 
  長期借入金 

※２  264,192   330,845   268,736  

  未払法人税等   30,691   27,026   45,113  

  賞与引当金   48,752   41,015   38,986  

  その他   105,798   90,440   91,498  

流動負債合計   3,461,641 53.3  3,452,187 50.4  3,205,815 51.8 

Ⅱ 固定負債           

  長期借入金 ※２  863,545   1,057,269   741,320  

  再評価に係る 
  繰延税金負債 

  762,949   762,949   762,949  

  退職給付引当金   169,597   165,681   164,682  

  その他   6,201   2,807   6,420  

固定負債合計   1,802,293 27.8  1,988,707 29.0  1,675,372 27.0 

負債合計   5,263,935 81.1  5,440,894 79.4  4,881,188 78.8 

           

(少数株主持分)           

少数株主持分   73,213 1.1  ― ―  80,200 1.3 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   556,500 8.6  ― ―  556,500 9.0 

Ⅱ 資本剰余金   5,457 0.1  ― ―  5,457 0.1 

Ⅲ 利益剰余金   △246,526 △3.8  ― ―  △180,753 △2.9 

Ⅳ  土地再評価差額金   864,688 13.3  ― ―  864,688 14.0 

Ⅴ その他有価証券評価差
額金 

  △1,866 △0.1  ― ―  3,093 0.0 

Ⅵ 自己株式   △19,175 △0.3  ― ―  △19,382 △0.3 

資本合計   1,159,077 17.8  ― ―  1,229,603 19.9 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  6,496,226 100.0  ― ―  6,190,992 100.0 
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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) 

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           

  資本金   ―   556,500   ―  

  資本剰余金   ―   5,504   ―  

  利益剰余金   ―   △88,412   ―  

  自己株式   ―   △17,561   ―  

株主資本合計   ― ―  456,030 6.6  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

  その他有価証券 
  評価差額金 

  ―   595   ―  

  土地再評価差額金   ―   864,688   ―  

評価・換算差額等 
合計 

  ― ―  865,283 12.6  ― ― 

Ⅲ 少数株主持分   ― ―  93,205 1.4  ― ― 

純資産合計   ― ―  1,414,520 20.6  ― ― 

負債純資産合計   ― ―  6,855,415 100.0  ― ― 
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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) 

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 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   3,055,325 100.0  3,400,314 100.0  6,314,255 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,407,957 78.8  2,765,033 81.3  5,064,934 80.2 

売上総利益   647,367 21.2  635,280 18.7  1,249,320 19.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  427,577 14.0  452,933 13.3  862,993 13.7 

営業利益   219,789 7.2  182,347 5.4  386,326 6.1 

Ⅳ 営業外収益           

受取利息  142   28   196   

受取配当金  405   447   739   

連結調整勘定償却額  2,067   ―   4,134   

負ののれん償却額  ―   2,067   ―   

設備賃貸料  2,172   3,435   4,827   

未請求債務整理益  1,097   ―   8,731   

受取保険金  ―   964   ―   

その他  872 6,757 0.2 1,731 8,673 0.2 2,201 20,829 0.3 

Ⅴ 営業外費用           

支払利息  51,524   33,012   92,941   

手形売却損  12,076   6,875   21,516   

為替差損  18,264   ―   35,328   

その他  ─ 81,864 2.7 1,072 40,959 1.2 5,248 155,035 2.4 

経常利益   144,683 4.7  150,060 4.4  252,121 4.0 

Ⅵ 特別利益           

固定資産売却益 ※２ 30   8,554   2,946   

貸倒引当金戻入益  5,594   2,043   5,205   

償却債権取立益  857 6,481 0.2 ― 10,597 0.3 857 9,009 0.1 

Ⅶ 特別損失           

固定資産除却損 ※３ 5,880   7,459   10,880   

投資有価証券売却損  145   ―   3,130   

役員退職慰労金  5,000   33,960   5,000   

その他  ― 11,026 0.3 ― 41,419 1.2 1,067 20,079 0.3 

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  140,138 4.6  119,238 3.5  241,052 3.8 

法人税、住民税 
及び事業税 

 28,288   24,726   59,346   

法人税等調整額  ─ 28,288 0.9 △10,241 14,485 0.4 △2,905 56,441 0.9 

少数株主利益   4,534 0.2  9,658 0.3  11,521 0.2 

中間(当期)純利益   107,315 3.5  95,094 2.8  173,089 2.7 
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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 
(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   5,182  5,182 

Ⅱ 資本剰余金増加額      

   自己株式処分差益  275 275 275 275 

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

  5,457  5,457 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △353,842  △353,842 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

   中間(当期)純利益  107,315 107,315 173,089 173,089 

Ⅲ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高 

  △246,526  △180,753 
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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) 

 

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) 556,500 5,457 △180,753 △19,382 361,821 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当 ― ― △1,353 ― △1,353 

 利益処分による役員賞与 ― ― △1,400 ― △1,400 

 中間純利益 ― ― 95,094 ― 95,094 

  自己株式の取得 ― ― ― △487 △487 

 自己株式の処分 ― 46 ― 2,308 2,354 

 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) 

― 46 92,340 1,821 94,208 

平成18年９月30日残高(千円) 556,500 5,504 △88,412 △17,561 456,030 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 3,093 864,688 867,781 80,200 1,309,804 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当 ― ― ― ― △1,353 

 利益処分による役員賞与 ― ― ― ― △1,400 

 中間純利益 ― ― ― ― 95,094 

 自己株式の取得 ― ― ― ― △487 

 自己株式の処分 ― ― ― ― 2,354 

 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) △2,498 ― △2,498 13,005 10,507 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △2,498 ― △2,498 13,005 104,716 

平成18年９月30日残高(千円) 595 864,688 865,283 93,205 1,414,520 
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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) 

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) 

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 

    

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 140,138 119,238 241,052 

減価償却費  29,010 27,325 59,785 

連結調整勘定償却額  △2,067 ― △4,134 

負ののれん償却額  ― △2,067 ― 

貸倒引当金の増減額  △5,594 △2,043 △20,331 

賞与引当金の増減額  9,331 2,029 △434 

退職給付引当金の増減額  △2,530 998 △7,445 

受取利息及び配当金  △548 △475 △935 

支払利息  51,524 33,012 92,941 

投資有価証券売却損益  145 ― 3,130 

固定資産売却益  △30 △8,554 △2,946 

固定資産除却損  5,880 7,459 10,880 

売上債権の増減額  △78,887 △361,658 △204,224 

棚卸資産の増減額  △291,234 △259,258 △23,158 

仕入債務の増減額  245,351 318,516 △271,505 

その他  18,085 △13,081 10,785 

小計  118,575 △138,558 △116,539 

利息及び配当金の受取額  657 475 1,082 

利息の支払額  △51,192 △31,411 △86,957 

法人税等の支払額  △40,038 △42,194 △55,955 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 28,002 △211,688 △258,369 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

    

定期預金の預入による 
支出 

 △4,813 △4,813 △10,834 

定期預金の払出による 
収入 

 13,528 1,813 16,549 

有形固定資産の取得 
による支出 

 △4,627 △10,101 △42,606 

有形固定資産の売却 
による収入 

 ― 11,438 4,390 

有形固定資産の除却 
による支出 

 △5,608 ― △5,608 

投資有価証券の取得 
による支出 

 ― △651 △123 

投資有価証券の売却 
による収入 

 4,847 ― 19,708 

貸付金回収による収入  6,250 ― 12,500 

その他  △6,560 5,470 △4,327 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 3,016 3,154 △10,351 
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

    

短期借入金の純増減額  △54,608 △117,137 211,522 

長期借入れによる収入  357,000 837,000 452,000 

長期借入金の返済による 
支出 

 △228,197 △458,942 △440,878 

社債の償還による支出  △100,000 ― △100,000 

自己株式の取得による 
支出 

 △343 △487 △551 

自己株式の売却による 
収入 

 5,509 5,701 5,509 

その他  ― △1,342 ― 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △20,640 264,792 127,602 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 △356 △360 △169 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増減額 

 10,022 55,898 △141,288 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 498,633 357,344 498,633 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 508,655 413,243 357,344 
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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 

子会社は、全て連結してお

ります。 

連結子会社の数   ３社 

連結子会社の名称 

㈱MIEフォワード 

 ㈱MIEフィッティング 

 ㈱中部マテリアルズ 

 

同左 同左 

２ 持分法の適用に関す

る事項 

該当事項はありません。 同左 同左 

３ 連結子会社の中間決

算日(事業年度)等

に関する事項 

連結子会社の中間決算日は

６月30日であります。中間

連結財務諸表の作成に当た

っては同日現在の財務諸表

を使用し、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

調整を行っております。 

同左 連結子会社の決算日は12月

31日であります。連結財務

諸表の作成に当たっては同

日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生

じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っております。 

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 有価証券の評価

基準及び評価方

法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算末日の市場価格

等に基づく時価法 

  (評価差額は、全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動平

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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算末日の市場価格

等に基づく時価法 

  (評価差額は、全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定) 

時価のないもの 

同左 

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 

同左 

  ② 棚卸資産の評価

基準及び評価方

法 

    製品及び仕掛品 

 

    商品 

    原材料及び貯蔵

品 

 

 

 

主として総平均法に基づく

原価法 

総平均法に基づく原価法 

提出会社 

 移動平均法に基づく原価

法 

連結子会社 

 最終仕入原価法に基づく

原価法 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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)について

は定額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

ける見込利用可能期間(５

年)による定額法を採用し

ております。 

同左 同左 

 (3) 重要な引当金の計

上基準 

  ① 貸倒引当金 

 

 

売掛金等の債権の貸倒れに

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 従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、賞

与支給見込額のうち期間対

応額を計上しております。 

同左 同左 

  ③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備える

ため、当中間連結会計期間

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。 

同左 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、

当連結会計年度末において

発生していると認められる

額を計上しております。 
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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) 

 (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

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

 (5) 重要なヘッジ会計

の方法 

① 繰延ヘッジ等のヘッジ

会計の方法 

  ヘッジ会計の要件を満

たす金利スワップにつ

いて特例処理を採用し

ております。 

① 繰延ヘッジ等のヘッジ

会計の方法 
同左 

① 繰延ヘッジ等のヘッジ

会計の方法 
同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

金利スワップ  借入金利息 
 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 ③ ヘッジの方針 

  金利スワップは借入金

の範囲で金利変動によ

るリスクを軽減する目

的に限定しておりま

す。 

③ ヘッジの方針 
同左 

③ ヘッジの方針 
同左 

 ④ ヘッジの有効性評価の

方法 

  ヘッジ手段の想定元本

とヘッジ対象に関する

重要な条件が同一であ

り、ヘッジ開始時およ

びその後も継続して、

キャッシュ・フロー変

動を完全に相殺するも

のと想定することがで

きるため、ヘッジの有

効性の判定を省略して

おります。 

④ ヘッジの有効性評価の

方法 
同左 

④ ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

 (6) その他中間連結財

務諸表(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 

税抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 

 

５ 中間連結(連結)キャ

ッシュ・フロー計算

書における資金の範

囲 

手持現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ価値の変動

について僅少なリスクしか

負わない取得日から３カ月

以内に償還期限の到来する

短期資金とすることとして

おります。 

同左 同左 
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会計処理の変更 

 

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） 

 「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)を当中間連結会計期間か

ら適用しております。 

 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） 

 「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)を当連結会計年

度から適用しております。 

 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。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は1,321,314千円であります。 

 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) 

――― 

中間連結財務諸表規則の改正による中間連結財務諸表の

表示に関する変更は以下のとおりであります。 

（中間連結損益計算書） 

 「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間から

「負ののれん償却額」として表示しております。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間から

「負ののれん償却額」として表示しております。 
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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 有形固定資産の減価償却累計額 

1,972,706千円 

有形固定資産の減価償却累計額 

1,914,794千円 

有形固定資産の減価償却累計額 

1,988,799千円 

担保に供している資産 

 次のとおり工場財団を組成し、

財団以外の担保資産と併せて下記

債務の担保に提供しております。 

担保に供している資産 

 次のとおり工場財団を組成し、

財団以外の担保資産と併せて下記

債務の担保に提供しております。 

担保に供している資産 

 次のとおり工場財団を組成し、

財団以外の担保資産と併せて下記

債務の担保に提供しております。 

区分 
担保に供し 
ている資産 

金額(簿価) 区分 
担保に供し 
ている資産 

金額(簿価) 区分 
担保に供し 
ている資産 

金額(簿価) 

建物及び 
構築物 

216,001千円 
建物及び 
構築物 

195,129千円 
建物及び 
構築物 

205,217千円 

機械装置及び 
運搬具 

102,697 
機械装置及び 
運搬具 

87,615 
機械装置及び 
運搬具 

95,268 

土地 1,950,656 土地 1,950,656 土地 1,950,656 

工場財団 

計 2,269,355 

工場財団 

計 2,233,402 

工場財団 

計 2,251,143 

投資有価証券 27,435千円 投資有価証券 ―千円 投資有価証券 ―千円 

建物及び 
構築物 

44,017 
建物及び 
構築物 

40,067 
建物及び 
構築物 

41,947 

土地 380,268 土地 378,876 土地 378,876 

工場財団 
以外の 
担保資産 

計 451,721 

工場財団 
以外の 
担保資産 

計 418,943 

工場財団 
以外の 
担保資産 

計 420,824 

科目 金額 科目 金額 科目 金額 

短期借入金 1,228,176千円 短期借入金 1,271,734千円 短期借入金 1,295,354千円 

一年内返済 
長期借入金 

210,536 
一年内返済 
長期借入金 

272,699 
一年内返済 
長期借入金 

216,580 

長期借入金 754,825 長期借入金 953,186 長期借入金 654,790 

割引手形他 1,113,408 割引手形 941,005 割引手形 934,630 

※２ 

担保資産 
に係る 
債務 

計 3,306,945 

担保資産 
に係る 
債務 

計 3,438,625 

担保資産 
に係る 
債務 

計 3,101,354 

 ３ 受取手形割引高 1,312,207千円

受取手形裏書 
譲渡高 

59,236 

 

受取手形割引高 1,101,458千円

受取手形裏書 
譲渡高 

― 

売掛金譲渡担保高 4,553 
 

受取手形割引高 1,287,828千円

受取手形裏書 
譲渡高 

128,431 
 

※４ 

――― 

中間連結会計期間末日満期手形の

処理 

  中間連結会計期間末日満期手形

は、手形交換日をもって決済処理

しております。従って、当中間連

結会計期間末日は、金融機関の休

日であったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間連結会

計期間末残高に含まれておりま

す。 

受取手形 8,690千円

支払手形 7,709 
 

――― 
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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項

目及び金額は次のとおりでありま

す。 

運賃 54,824千円

役員報酬 44,053 

従業員給与手当 
及び賞与 

154,528 

賞与引当金繰入額 16,384 

退職給付費用 2,489 
 

販売費及び一般管理費の主要な

項目及び金額は次のとおりであ

ります。 

運賃 63,194千円

役員報酬 41,998 

従業員給与手当 
及び賞与 

152,286 

賞与引当金繰入額 16,196 

退職給付費用 4,296 
 

販売費及び一般管理費の主要な項

目及び金額は次のとおりでありま

す。 

運賃 111,515千円

役員報酬 88,009 

従業員給与手当 
及び賞与 

326,554 

賞与引当金繰入額 15,260 

退職給付費用 3,957 
 

※２ 固定資産売却益の主なものは次の

とおりであります。 

機械装置及び 
運搬具 

30千円
 

固定資産売却益の主なものは次

のとおりであります。 

機械装置及び 
運搬具 

6,442千円
 

固定資産売却益の主なものは次の

とおりであります。 

土地 2,756千円
 

※３ 固定資産除却損の主なものは次の

とおりであります。 

建物及び構築物 465千円

機械装置及び 
運搬具 

5,415 

  
 

固定資産除却損の主なものは次

のとおりであります。 

建物及び構築物 3,398千円

機械装置及び 
運搬具 

3,122 

  
 

固定資産除却損の主なものは次の

とおりであります。 

建物及び構築物 2,093千円

機械装置及び 
運搬具 

8,616 

その他 
(工具器具備品) 

95 
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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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(千株) １１，１３０ ― ― １１，１３０ 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(千株) １１４ ２ １２ １０４ 
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   ２千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元株式の市場への処分による減少 １２千株 

 

(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期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係 

現金及び 
預金勘定 

523,989千円

預入期間が 
３か月を超える 
定期預金 

△15,334 

現金及び現金 
同等物 

508,655 

  

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記載されて

いる科目の金額との関係 

現金及び 
預金勘定 

434,578千円

預入期間が 
３か月を超える 
定期預金 

△21,335 

現金及び現金 
同等物 

413,243 

  

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に記載されている科目

の金額との関係 

現金及び 
預金勘定 

375,679千円

預入期間が 
３か月を超える 
定期預金 

△18,334 

現金及び現金 
同等物 

357,344 
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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) 

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 

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 

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) 

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末 
残高 

相当額 
(千円) 

 
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) 

機械装置 
及び運搬具 

179,359 103,747 75,612 
機械装置 
及び運搬具 

241,158 131,150 110,007 
機械装置 
及び運搬具 

221,132 116,048 105,084 

その他 
(工具器具 
及び備品) 

42,541 25,594 16,946 
その他 
(工具器具 
及び備品) 

36,949 26,610 10,338 
その他 
(工具器具 
及び備品) 

36,949 23,583 13,366 

合計 221,900 129,341 92,558 合計 278,107 157,761 120,346 合計 258,081 139,631 118,450 

(注) 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

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

同左 (注) 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

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 29,891千円 

１年超 62,667 

 92,558 
 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 37,775千円 

１年超 82,571 

 120,346 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 35,169千円 

１年超 83,281 

 118,450 
 

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

同左 (注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

① 支払リース料 15,501千円 

② 
 

減価償却費 
相当額 

15,501 

 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

① 支払リース料 18,129千円 

② 
 

減価償却費 
相当額 

18,129 

 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

① 支払リース料 31,382千円 

② 
 

減価償却費 
相当額 

31,382 

 
４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

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) 

株式 26,426 25,546 △880 

その他 4,807 3,966 △840 

合計 31,234 29,513 △1,720 

 

２ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 29,053 

 その他 10,000 

合計 39,053 

 (注) 当中間連結会計期間における時価のあるその他有価証券のうち、取得原価を減損処理した金額はありませ

ん。 

なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認め

られる額について減損処理を行っております。 

 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

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) 

株式 19,355 19,937 582 

その他 4,807 4,357 △449 

合計 24,162 24,295 133 

 

２ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 30,330 

 その他 ― 

合計 30,330 

 (注) 当中間連結会計期間における時価のあるその他有価証券のうち、取得原価を減損処理した金額はありませ

ん。 

なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認め

られる額について減損処理を行っております。 
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前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

株式 18,703 23,739 5,035 

その他 4,807 4,361 △445 

合計 23,510 28,100 4,589 

 

２ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 29,988 

 その他 ― 

合計 29,988 

 
 (注) 当連結会計年度における時価のあるその他有価証券のうち、取得原価を減損処理した金額はありません。 

なお、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て50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められ

る額について減損処理を行っております。 
 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

ヘッジ会計(金利スワップの特例処理)を適用しているため、記載しておりません。 

 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

ヘッジ会計(金利スワップの特例処理)を適用しているため、記載しておりません。 

 

前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

ヘッジ会計(金利スワップの特例処理)を適用しているため、記載しておりません。 
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(セグメント情報) 

【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) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める管継手部門の割合が、いずれも90％を

超えるため、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。 

 

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) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める管継手部門の割合が、いずれも90％を

超えるため、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。 

 

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) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める管継手部門の割合が、いずれも90％を

超えるため、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。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

連結子会社は全て本邦にありますので記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 
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  (１株当たり情報) 

 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 105円22銭
 

１株当たり純資産額 119円84銭
 

１株当たり純資産額 111円62銭
 

１株当たり中間純利益 9円75銭
 

１株当たり中間純利益 8円63銭
 

１株当たり当期純利益 15円71銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存

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) 

中間(当期)純利益 千円 107,315 95,094 173,089 

普通株主に帰属しない金額 千円 ─ ― ― 

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 

千円 107,315 95,094 173,089 

普通株式の期中平均株式数 千株 11,007 11,016 11,011 

 

(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) 

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 当社と株式会社MIEフォワード

との株式交換の実施 

  当社と当社の連結子会社であり

ます株式会社MIEフォワードは、

平成18年７月31日開催の当社取締

役会において承認された株式交換

契約書に基づき、平成18年10月１

日に当社を完全親会社とし、株式

会社MIEフォワードを完全子会社

とする株式交換を実施しました。 

  当該株式交換に関する概要は次

のとおりであります。 

 (1)株式交換比率 

会社名 株式交換比率 

当社 １ 

㈱MIEフォワード １４ 

 (2)株式交換により新たに発行す

る株式 

普通株式  360,000株 

――― 
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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) 

  (3)完全子会社となる株式会社MIE

フォワードの概況 

  （平成17年12月期） 

（単位：百万円） 

売上高 145 

当期純利益 15 

総資産 280 

資本合計 147 
 

 

――― 

２ 第三者割当増資（普通株式の発

行） 

  当社は、株式会社ベネックスと

の間で資本・業務提携に基本合意

したことに伴い、平成18年10月31

日開催の取締役会において、第三

者割当による新株式発行に関し決

議しました。 

 (1)増資の理由 

当社及び株式会社ベネックス

は、両社の保有する経営資源を

相互に補完・有効活用し、一層

のコスト競争力と効率的な事業

運営を目的に業務提携と資本提

携に合意し、本第三者割当増資

を行うものです｡ 

 (2)資金の使途 

      今回の増資により取得する手

取額概算約124,400千円につき

ましては、財務体質の更なる強

化を図るとともに、事業拡大の

ための事業資金に充当する予定

です｡ 

 (3)発行株式数 

普通株式  600,000株 

 (4)発行価格 

   １株につき    209円 

 (5)発行価格の総額 

       125,400,000円 

 (6)資本組入額 

63,500,000円 

 (7)払込期日 

   平成18年11月30日 

 (8)割当先及び割当株式数 

   株式会社ベネックス 

600,000株 

――― 

 




