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平成１９年３月期   個別中間財務諸表の概要 平成１８年１１月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 配当支払開始日 平成 ― 年 ― 月 ― 日 

単元株制度採用の有無  有（１単元１，０００株） 

 

１．１８年９月中間期の業績(平成１８年４月１日～平成１８年９月３０日) 

(1)経営成績                                     （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   ％ 

２，９１６    ９．２ 

２，６７１   １０．１ 

百万円   ％ 

１０７ △１９．３ 

１３２ △１２．１ 

           百万円    ％ 

８１    １８．７ 

６８   △２２．２ 

１８年３月期 ５，４５１ ２１０ １２６ 
 

 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   ％ 

５１ △１８．６ 

６３ △３２．７ 

円  銭 

４ ６５ 

５ ７２ 

円   銭 
――  ―― 
――  ―― 

１８年３月期 １１５ １０ ３７ ――  ―― 

(注)①期中平均株式数 18年9月中間期 11,108,786株  17年9月中間期 11,111,985株  18年3月期 11,111,233株 

②会計処理の方法の変更   無 

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 

(2）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 

５，８７１ 

５，８６６ 

              百万円 

１，３６７ 

１，２６１ 

             ％ 

２３．３ 

２１．５ 

      円   銭 

 １２３  １５ 

１１３  ５６ 

１８年３月期 ５，４３２ １，３１６ ２４．２ １１８  ４８ 

(注)①期末発行済株式数 18年9月中間期 11,107,562株 17年9月中間期 11,110,961株 18年3月期 11,110,041株 

②期末自己株式数  18年9月中間期   22,438株  17年9月中間期   19,039株  18年3月期   19,959株 

 

２．１９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 

 

通 期 

           百万円 

５，７００ 

           百万円 

１９０ 

百万円 

１５０ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）１３円 ０１銭 

 

３． 配当状況 

 

 

 

 

 

 

＊ 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。 

・現金配当 １株当たり年間配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

１８年３月期 ― ― ― 

１９年３月期（実績） ― ― ― 

１９年３月期（予想） ― ― ― 
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６．中間財務諸表等 
（１）中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

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   326,748   344,926   295,609  

  受取手形 ※2,5  593,181   761,800   568,522  

  売掛金   851,608   821,170   775,809  

  棚卸資産   1,237,185   1,204,388   996,556  

  その他   170,453   107,355   134,845  

  貸倒引当金   △6,942   △7,042   △6,742  

流動資産合計   3,172,235 54.1  3,232,596 55.1  2,764,600 50.9 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 ※1,2          

  建物   191,295   174,515   183,850  

  機械及び装置   102,697   87,615   95,268  

  土地   2,072,959   2,072,959   2,072,959  

  その他   59,945   60,937   65,200  

 有形固定資産合計   2,426,898 41.4  2,396,028 40.8  2,417,278 44.5 

(2) 無形固定資産   18,073 0.3  13,504 0.2  15,284 0.3 

(3) 投資その他の資産           

  投資有価証券 ※２  212,491   198,385   197,990  

  その他   55,776   49,465   56,102  

  貸倒引当金   △18,854   △18,463   △18,505  

 投資その他の資産 
 合計 

  249,413 4.2  229,387 3.9  235,587 4.3 

固定資産合計   2,694,385 45.9  2,638,920 44.9  2,668,150 49.1 

資産合計   5,866,620 100.0  5,871,517 100.0  5,432,750 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

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 ※2.5  755,811   714,216   613,202  

  買掛金 ※２  642,704   345,594   238,514  

  短期借入金 ※２  1,448,393   1,431,734   1,607,938  

  一年内返済 
  長期借入金 

※２  162,300   202,620   163,400  

  未払法人税等   2,970   2,920   2,871  

  賞与引当金   36,000   28,800   31,000  

  その他   80,397   61,722   61,601  

流動負債合計   3,128,576 53.3  2,787,607 47.5  2,718,527 50.1 

Ⅱ 固定負債           

  長期借入金 ※２  557,300   801,870   483,675  

  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   155,988   150,741   150,916  

その他   ―   438   281  

固定負債合計   1,476,237 25.2  1,715,999 29.2  1,397,822 25.7 

負債合計   4,604,814 78.5  4,503,606 76.7  4,116,350 75.8 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   556,500 9.5  ― ―  556,500 10.2 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金   5,082   ―   5,082  

資本剰余金合計   5,082 0.1  ― ―  5,082 0.1 

Ⅲ 利益剰余金           

   利益準備金   139,125   ―   139,125  

中間(当期)未処理損 
失 

  299,455   ―   247,717  

利益剰余金合計   △160,330 △2.7  ― ―  △108,592 △2.0 

Ⅳ 土地再評価差額金   864,688 14.7  ― ―  864,688 15.9 

Ⅴ その他有価証券評価差 
額金 

  △2,637 △0.1  ― ―  425 0.0 

Ⅵ 自己株式   △1,496 △0.0  ― ―  △1,703 △0.0 

資本合計   1,261,806 21.5  ― ―  1,316,400 24.2 

負債資本合計   5,866,620 100.0  ― ―  5,432,750 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

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 9.5  ― ― 

  資本剰余金           

  資本準備金  ―   5,082   ―   

資本剰余金合計   ― ―  5,082 0.1  ― ― 

  利益剰余金           

  利益準備金  ―   139,125   ―   

繰越利益剰余金  ―   △195,957   ―   

利益剰余金合計   ― ―  △56,832 △1.0  ― ―

  自己株式   ― ―  △2,190 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ―  502,559 8.6  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等           

  その他有価証券 
  評価差額金 

  ―   663   ―  

  土地再評価差額金   ―   864,688   ―  

評価・換算差額等 
合計 

  ― ―  865,351 14.7  ― ―

純資産合計   ― ―  1,367,911 23.3  ― ―

負債純資産合計   ― ―  5,871,517 100.0  ― ―
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（２）中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   2,671,080 100.0  2,916,778 100.0  5,451,191 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  2,155,939 80.7  2,413,699 82.7  4,479,553 82.2 

売上総利益   515,141 19.3  503,079 17.3  971,638 17.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  382,179 14.3  395,769 13.6  761,626 14.0 

営業利益   132,962 5.0  107,309 3.7  210,011 3.8 

Ⅳ 営業外収益           

   受取利息  2,648   1,093   4,113   

   その他  4,366 7,015 0.3 5,340 6,433 0.2 45,894 50,007 0.9 

Ⅴ 営業外費用           

   支払利息  44,351   24,718   77,449   

   その他  26,673 71,025 2.7 7,180 31,898 1.1 55,804 133,253 2.4 

経常利益   68,952 2.6  81,844 2.8  126,765 2.3 

Ⅵ 特別利益 ※２  1,246 0.0  8,554 0.3  1,795 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※３  6,026 0.2  38,018 1.3  12,031 0.2 

税引前中間(当期) 
純利益 

  64,172 2.4  52,380 1.8  116,530 2.1 

法人税、住民税 
及び事業税 

 620 620 0.0 620 620 0.0 1,240 1,240 0.0 

中間(当期)純利益   63,552 2.4  51,760 1.8  115,290 2.1 

前期繰越損失   363,008   ―   363,008  

中間(当期)未処理 
損失 

  299,455   ―   247,717  
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（３）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

繰越利益剰余金 
利益剰余金合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 556,500 5,082 139,125 △247,717 △108,592 △1,703 451,286 

中間会計期間中の変動額        

 中間純利益 ― ― ― 51,760 51,760 ― 51,760 

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― △487 △487 

株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

― ― ― ― ― ― ― 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― 51,760 51,760 △487 51,273 

平成18年９月30日残高(千円) 556,500 5,082 139,125 △195,957 △56,832 △2,190 502,559 

 

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 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 425 864,688 865,113 1,316,400 

中間会計期間中の変動額     

 中間純利益 ― ― ― 51,760 

 自己株式の取得 ― ― ― △487 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

237 ― 237 237 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

237 ― 237 51,510 

平成18年９月30日残高(千円) 663 864,688 865,351 1,367,911 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

   

 (1) 有価証券の評価

基準及び評価方

法 

   

  ① 子会社株式及

び関連会社株

式 

移動平均法に基づく原価法 同左 同左 

  ② その他有価証

券 

   

   ・時価のあるも

の 

中間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) 

中間期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) 

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 

移動平均法に基づく原価法 同左 同左 

(2) 棚卸資産の評価

基準及び評価方

法 

   

  ① 製品・商品及

び仕掛品 

総平均法に基づく原価法 同左 同左 

  ② 原材料及び貯

蔵品 

移動平均法に基づく原価法 同左 同左 

２ 固定資産の減価償

却方法 

   

 (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

附属設備は除く)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

ける利用可能期間(５年)に

基づく定額法を採用してお

ります。 

同左 同左 

３ 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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給

に備えるため、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、当中間期末における

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。 

同左 従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職

給付債務及び年金資産の残

高に基づき計上しておりま

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

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

５ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

   

  消費税等の会計処

理 

税抜方式によっており、仮

払消費税等及び仮受消費税

等は相殺し、その差額は流

動資産(その他)に表示して

おります。 

同左 税抜方式によっておりま

す。 
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会計処理の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 「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）を当事業年度か

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1,367,911千円であります。 

 なお、中間財務諸表規則の改正に

より、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、改正後の中間財務諸表規則によ

り作成しております。 

――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,812,166千円 

有形固定資産の減価償却累計額 

1,745,970千円 

有形固定資産の減価償却累計額 

1,826,224千円 

※２ 担保資産 

有形固定資産 2,267,441千円

受取手形 156,209 

投資有価証券 7,250 

(有形固定資産 
のうち財団 
抵当分) 

(2,267,441) 

同上に対する債務 

短期借入金 1,218,793 

一年内返済 
長期借入金 

156,800 

長期借入金 539,425 

割引手形他 992,049 
 

担保資産 

有形固定資産 2,233,402千円

受取手形 ― 

投資有価証券 ― 

(有形固定資産 
のうち財団 
抵当分) 

(2,233,402) 

同上に対する債務 

短期借入金 1,201,734 

一年内返済 
長期借入金 

162,800 

長期借入金 725,300 

割引手形 899,450 
 

担保資産 

有形固定資産 2,251,143千円

受取手形 ― 

投資有価証券 ― 

(有形固定資産 
のうち財団 
抵当分) 

(2,251,143) 

同上に対する債務 

短期借入金 1,295,354 

一年内返済 
長期借入金 

157,900 

長期借入金 468,550 

割引手形 897,698 
 

 ３ 偶発債務 

 下記２社の銀行借入等に対して

保証を行っています。 
㈱MIEフィッティン
グ 

191,002千円

㈱中部マテリアルズ 14,859 
 

偶発債務 

 下記２社の銀行借入等に対して

保証を行っています。 
㈱MIEフィッティン
グ 

252,507千円

㈱MIEフォワード 50,000 
 

偶発債務 

 下記２社の銀行借入等に対して

保証を行っています。 
㈱MIEフィッティン
グ 

230,004千円

㈱MIEフォワード 20,000 
 

 ４ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 1,023,911千円

受取手形裏書譲渡高 17,779 

手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 1,040,484千円

受取手形裏書譲渡高     ― 

売掛金譲渡担保高   4,553 

手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 1,121,779千円

受取手形裏書譲渡高  4,630 

※５ 

――― 

中間会計期間末日満期手形の処理 

 中間会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。従

って、当中間会計期間末日は金融

機関の休日であったため、次の中

間会計期間末日満期手形が中間会

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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(中間損益計算書関係) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 減価償却実施額    

有形固定資産 19,829千円 18,751千円 41,865千円 

無形固定資産 3,235 3,352 6,683 

※２ 特別利益の主要
項目 

   

機械及び装置 
売却益 

―千円 6,442千円 30千円 

工具器具備品 

売却益 
― 2,112 ― 

貸倒引当金戻入益 358 ― 908 

償却債権取立益 857 ― 857 

※３ 特別損失の主要
項目 

   

役員退職慰労金 ―千円 30,560千円 ―千円 

投資有価証券 
売却損 

145 ― 3,130 

建物構築物除却損 465 3,398 222 

機械及び装置 
除却損 

5,143 3,121 8,345 

工具器具備品 
除却損 

― 939 46 

車輌及び運搬具 
除却損 

271 ― 271 

    

 

(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） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（千株） １９ ２ ― ２２ 
 
  （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 
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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) 

機械及び 
装置 

122,239 58,051 64,188 
機械及び 
装置 

184,038 79,742 104,295 
機械及び 
装置 

164,012 67,496 96,516 

その他 
(工具器具 
及び備品) 

36,949 20,282 16,666 
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 159,188 78,333 80,854 合計 220,987 106,353 114,634 合計 200,961 91,079 109,882 

(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 23,899千円

１年超 56,955 

 80,854 
 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 32,063千円

１年超 82,571 

 114,634 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 29,457千円

１年超 80,425 

 109,882 
 

(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 12,086千円 

② 
 

減価償却費 
相当額 

12,086 

 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

① 支払リース料 15,273千円 

② 
 

減価償却費 
相当額 

15,273 

 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

① 支払リース料 24,832千円 

② 
 

減価償却費 
相当額 

24,832 

 
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) 

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。 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(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 

 (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 
 

――― 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― 

２ 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 

――― 

 

 




