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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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満の端数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 5,631 (28.7) △15 (　-　) △15 (　-　)

17年9月中間期 4,374 (7.3) △155 (　-　) △121 (　-　)

18年3月期 9,418  △461  △429  

 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 16 (△95.4) 0 48 0 48

17年9月中間期 359 (　-　) 12 40 －  

18年3月期 911  30 15 30 08

(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 34,456,334株 17年9月中間期 28,970,587株 18年3月期 30,247,075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であります。

(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 12,519 9,347 74.7 271 32

17年9月中間期 11,862 8,486 71.5 293 01

18年3月期 12,944 9,568 73.9 277 67

(
注
)

期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 34,450,604株 17年9月中間期 28,964,659株 18年3月期 34,459,664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 △224 △458 △100 2,569

17年9月中間期 156 834 △832 1,803

18年3月期 △567 2,353 △63 3,364

(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 1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．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 11,200  130  130  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 3円77銭  

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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１．企業集団等の状況

　当社グループは、当社及び連結子会社１社で構成され、事業の種類別セグメント情報で区分している計測機器及び入

出力機器の製造販売を主な内容とし、更に各事業に関連する研究開発及びサービス、サプライ用品の供給等の事業展開

をしております。

当社グループの事業に係る位置付け及び種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。

事業区分 主要製品 主要生産会社 主要販売会社

計測機器 計測器、レコーダ、レーザドッ

プラ振動計、サプライ用品等

当社 当社

グラフテック　アメリカ

インク（米国）入出力機器 インクジェットプロッタ、カッ

ティングプロッタ、スキャナ、

サプライ用品等

その他関連品 インライン試験装置、修理等

　

当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。　

 得     意     先 

国   内 海     外 

子会社 
 ｸﾞﾗﾌﾃｯｸ ｱﾒﾘｶ ｲﾝｸ 
 （米国） 

当     社 

計測機器 入出力機器 その他関連品 

製品 
ｻﾌﾟﾗｲ用品 

製品 
修理･ｻﾌﾟﾗｲ用品 

製品 
ｻﾌﾟﾗｲ用品 

製品･ｻﾌﾟﾗｲ用品 

製品等の供給 

役務の提供 
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２．経営方針

１．経営の基本方針

当社グループは、長期に亘る業績の低迷から脱却すべく、平成17年4月より新経営体制で新たなスタートを切り、

「事業効率化」、「販売拡大」、「固定費削減」を重点方針として、本格的再建に向けての構造改革に取組んでおり

ます。事業の集中領域を情報機器関連事業と計測・ＦＡ関連事業の２つに集約するとともに、強い商品カテゴリーへ

の資源集中を行い、“分かり易い”“使い易い”市場性のある売れる商品づくりをテーマに、お客様のニーズに的確

に応じられる商品とサービスの提供を行い、営業利益の早期黒字化を目指した積極的展開を図ってまいります。

２．利益配分に関する基本方針

配当政策につきましては、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと考えており、経営基盤、財務

体質の強化を図るとともに、将来の事業展開に備えるための内部留保を充実し、常に業績に裏付けられた成果配分を

行うことを基本方針としております。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、投資家による当社株式の長期安定的な株式保有を推進するとともに、投資家層の拡大を図ることが資本政

策上の重要な課題と認識しておりますが、現在当社の株式の流動性については充分確保されていると判断しており、

投資単位の引下げについては当面必要ないと考えております。

４．目標とする経営指標

平成20年度目標（中期計画値　連結ベース）

売上高 150億円

営業利益率 ５％

ＲＯＡ ５％

５．中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

(1）経営構造改革

　事業の骨格の抜本的見直しとともに、業務全体の効率化を徹底向上させ、ビジネスのアグレッシブな成長を目指

す取組みが行える体制づくりを行います。

(2）事業戦略

　事業分野としては、更なる積極的事業展開を図るべく、情報機器関連事業と計測・ＦＡ関連事業の２大事業に注

力し、業務全体の効率化を徹底向上させ、市場性と差別化による優位性のある商品づくりに集中し、部門毎の責任

体制を明確化することにより、収益重視の経営を推進してまいります。

　販売戦略については、海外営業部門と海外販売拠点の強化を行い、海外販売の積極的な売上拡大を展開いたしま

す。また、国内販売については大手代理店に注力し、お客様のニーズに的確に応じられる商品とサービスの提供を

行い、売上を拡大してまいります。

(3）財務体質の強化

保有資産の有効活用を積極的に推し進め、加えて生産リードタイムの短縮とサプライチェーンマネジメントによ

る管理体制の強化により在庫削減を推進し、キャッシュ・フローの改善を図ってまいります。

(4）社内体制の強化

　コンプライアンス委員会、財務検討会、人事検討会の各委員会活動を推進し、社内体制の強化を図ってまいりま

す。

(5）環境保全の対応

　当社は、株式会社日本環境認証機構より、平成16年8月18日にＩＳＯ14001の認証を取得し、全社をあげて環境保

全への取組みを強化しております。

７．親会社等に関する事項

 該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

(1）当中間連結会計期間の概況

①全般的概況

　当社グループは、昨年度より取組んでおります構造改革の一環として、情報機器関連事業と計測・ＦＡ関連事業の

２大事業に注力し、商品力強化、ラインアップの見直しを進めてまいりました。既にご周知のように、第１四半期に

おきましては、念願の営業利益の黒字化を達成することができ、着実に計画を上回る収益レベルを確保していました

が、第２四半期に入り、平成７年から昨年度に販売した商品の４モデルに品質不良が発生し、企業コンプライアンス

を重視する上でも、これらの市場顧客に対し積極的なサービス対応を行いました。その結果、通常の無償サービス費

用に加え、約３千３百万円の追加サービス費用が発生しました。

　売上高は、主要戦略モデルの商品力強化や積極的売上拡大策により、大幅な売上増を確保できました。また、イン

ライン試験装置も引き続き好調な受注状況でしたが、当ビジネスでの９月大口顧客への納入分が10月以降にずれ込ん

だこと等もあり、収益的には売上増加による上記の一時的な費用の増加分を吸収するまでには至りませんでした。

　以上の概況の中、当中間連結会計期間の売上高は56億３千１百万円（前年同期43億７千４百万円、前期比128.7％）

と前年同期比12億５千７百万円の大幅な増加となりました。

　経常損益につきましては、１千５百万円の損失（前年同期１億２千１百万円の損失）となりました。また、特別損

益につきましては、株式保有政策の見直しによる投資有価証券の売却益２千９百万円の計上等があり、中間純損益は

１千６百万円の利益（前年同期３億５千９百万円の利益）となりました。

②事業区分別の概況

【計測機器事業】

　計測機器事業につきましては、中心カテゴリーであるデータロガーに、平成18年２月に「midi LOGGER ＧＬ200」を

発売し、更に平成18年６月に高速・大容量ロガー「HARD DISK LOGGER ＧＬ1000/1100」を発売してラインアップ強化

を図りました。その結果、売上高は６億７千１万円（前年同期６億１千８百万円）となりました。営業損益は、１億

５千１百万円の利益（前年同期７百万円の利益）となりました。

【入出力機器事業】

　入出力機器事業につきましては、カッティングマシンの主力機種である「ＣＥ3000シリーズ」をモデルチェンジし

た「ＣＥ5000シリーズ」を平成18年７月に市場投入し、海外における積極的な販売活動により、大幅に市場シェアの

拡大を図ることができました。加えて、コンシューマ向け小型カッティングマシン「Craft ROBOシリーズ」につきま

しても、海外でのスクラップブッキングマーケットでの新市場開拓が功を奏し、アメリカを中心に販売が好調に推移

いたしました。国内においては、主力商品であるインクジェットプロッタの価格競争が激化する中、採算性を考慮し、

競争力のあるスキャナとインクジェットプロッタを組み合わせた大判カラーコピーシステムの販売に注力いたしまし

た。また、大判スキャナは、コピー需要の増大とともに他社出力機との複合化需要もあり、他社へのスキャナユニッ

ト量産供給も本格的に開始いたしました。その結果、売上高は42億１千４百万円（前年同期29億２千４百万円）と大

幅な増加となりました。営業損益は、４千３百万円の利益（前年同期８百万円の利益）となりました。

【その他関連品事業】

　その他関連品事業につきましては、ＦＡシステム商品であるインライン試験装置が、好況な自動車業界や製造業の

設備投資の増加を背景として好調に推移いたしましたが、昨年度からの構造改革を推進する中、不採算モデルの整理

及びサービスメンテナンス事業の外部委託を行った結果、売上高は７億４千５百万円（前年同期８億３千万円）とな

りました。営業損益は７千万円の利益（前年同期１億４千２百万円の利益）となりました。

③所在地別の状況

　所在地別にみますと、日本国内につきましては、売上高は52億２千５百万円（前年同期40億５千４百万円）、営業

損益は２億５千３百万円の利益（前年同期１億３千３百万円の利益）。北米地域につきましては、売上高は13億２千

６百万円（前年同期８億８千万円）、営業損益は２千万円の損失（前年同期１千６百万円の利益）となりました。
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④海外売上高の状況

　海外売上高についてみますと、北米地域は、売上高は11億５千８百万円（前年同期７億９千６百万円）、その他の

地域は11億９千３百万円（前年同期８億５千９百万円）となりました。

（注）事業区分別売上高、所在地別売上高及び営業損益はセグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおります。

⑤単独決算の状況

　一方、単独決算でみますと、売上高は52億２千５百万円（前年同期40億５千４百万円）、経常損益は２千万円の損

失（前年同期１億３千１百万円の損失）、中間純損益は１千２百万円の利益（前年同期３億５千２百万円の利益）と

なりました。

(2）通期の見通し等について

　下期につきましては、引き続き情報機器関連事業と計測・ＦＡ関連事業の２大事業に注力し、商品力強化、ライン

アップの見直しを進めてまいります。情報機器関連商品を中心とした海外販売の積極的展開を行うとともに、国内販

売については大手代理店に注力し、お客様のニーズに的確に応じられる商品とサービスの提供を行い、売上を拡大し

てまいります。また、収益面につきましては、円高を視野に入れた海外生産を含むコスト低減、全社的な固定費削減

活動を推進し、営業利益段階での黒字化実現を達成する予定であります。

　通期の見通しにつきましては、平成18年５月26日に発表いたしました業績予想数値からの変更はございません。
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２．財政状態

(1）当中間連結会計期間の概要

　当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末より７億９千５百万円減少の25億６千９百

万円となりました。

【営業活動によるキャッシュ・フロー】

　営業活動によるキャッシュ・フローは、売上高が当初計画を上回ったことによる売上債権の増加等により、２億２千

４百万円の支出（前年同期１億５千６百万円の収入）となりました。

【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、固定資産や長期資産運用を目的とした投資有価証券の取得による支出等によ

り、４億５千８百万円の支出（前年同期８億３千４百万円の収入）となりました。

【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、配当金の支払い等により、１億円の支出（前年同期８億３千２百万円の支出）

となりました。

(2）通期の見通し

　通期につきましては、引き続き厳しい経営環境の中、更なる構造改革の推進により確実に利益創出する経営体質を

実現し、キャッシュ・フローの改善を見込んでおります。

(3）キャッシュ・フロー指標のトレンド

　キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりであります。

平成16年
９月中間期

平成17年
３月期

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 70.7％ 67.5％ 71.5％ 73.9％ 74.7％

時価ベースの自己資本比率 35.5％ 44.2％ 52.0％ 62.0％ 58.9％

債務償還年数 － － － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － － － － 

　（注）　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（中間期は記載しておりません）

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

＊　各指標はいずれも連結ベースの財務指標により計算しております。

＊　営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の支払利息額を使用してお

ります。

　なお、債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイ

ナスのため記載を省略しております。
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３．事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結連結会計期間末（平成18年９月30日）現在において当社グルー

プが判断したものであります。

(1）経済状況及び為替変動について

　当社グループは、日本、北米、中南米、欧州、東欧、中近東、アジア等グローバルに製品を販売しております。そ

のため、当社グループ製品を販売している国や地域の経済状況の変動及び為替変動により、当社グループの業績及び

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(2）アライアンス商品について

　当社グループは、積極的に国内及び海外において技術提携を推進し、アライアンスによる商品を開発・販売してお

ります。これらは協業による商品力強化が狙いですが、提携先の開発能力・商品供給能力及び商品の品質により、当

社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(3）外部生産委託について

　当社グループは、主要事業において、製品の生産を外部製造業者に委託しております。外部製造業者とは密接な関

係を保ち、安定的な製品の調達に努めておりますが、需要急増による製品納入の遅れ、製品の欠陥といった品質上の

問題、地震等の災害が発生した場合等、製品の調達に重大な支障を来たした場合には、当社グループの業績及び財務

状況に影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※２ 1,803,583 2,569,142 3,364,257

２．受取手形及び売掛金 ※５ 2,093,606 3,112,075 2,692,385

３．たな卸資産 1,253,599 1,395,300 1,393,239

４．その他 91,344 150,858 156,665

　　貸倒引当金 △12,292 △5,096 △3,349

流動資産合計 5,229,841 44.1 7,222,279 57.7 7,603,198 58.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 ※2,3 2,208,165 1,896,596 1,951,368

(2）土地 ※2,3 2,116,516 1,899,562 1,899,562

(3）建設仮勘定 88,198 25,109 21,679

(4）その他 ※３ 245,390 4,658,270 39.3 328,229 4,149,496 33.1 364,436 4,237,046 32.7

２．無形固定資産 94,002 0.8 117,446 1.0 123,122 1.0

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※２ 1,846,187 995,359 951,663

(2）長期貸付金 1,471 － －

(3）その他 44,505 47,517 42,650

　　貸倒引当金 △11,901 1,880,263 15.8 △12,679 1,030,197 8.2 △12,728 981,585 7.6

固定資産合計 6,632,537 55.9 5,297,141 42.3 5,341,754 41.3

資産合計 11,862,378 100.0 12,519,420 100.0 12,944,953 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 1,963,447 2,394,298 2,350,406

２．短期借入金 ※２ 236,400 － －

３．未払法人税等 19,628 16,493 18,973

４．賞与引当金 82,221 80,550 87,592

５．その他 497,440 374,867 543,287

流動負債合計 2,799,138 23.6 2,866,209 22.9 3,000,260 23.2

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 124,000 － －

２．その他 452,353 306,085 376,320

固定負債合計 576,353 4.9 306,085 2.4 376,320 2.9

負債合計 3,375,491 28.5 3,172,295 25.3 3,376,581 26.1
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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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 7,000,000 59.0 － － 7,572,000 58.5

Ⅱ　資本剰余金 36,076 0.3 － － 608,076 4.7

Ⅲ　利益剰余金 791,545 6.7 － － 1,344,299 10.4

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

908,968 7.6 － － 288,236 2.2

Ⅴ　為替換算調整勘定 △240,243 △2.0 － － △233,673 △1.8

Ⅵ　自己株式 △9,460 △0.1 － － △10,567 △0.1

資本合計 8,486,886 71.5 － － 9,568,371 73.9

負債・資本合計 11,862,378 100.0 － － 12,944,953 100.0

 （純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 － － 7,572,000 60.5 － －

　２．資本剰余金 － － 608,168 4.9 － －

　３．利益剰余金 － － 1,257,560 10.0 － －

　４．自己株式 － － △12,726 △0.1 － －

　　株主資本合計 － － 9,425,002 75.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等 

　１．その他有価証券評
  価差額金

－ － 154,428 1.2 － －

　２．為替換算調整勘定 － － △232,305 △1.8 － －

　　評価・換算差額等
合計 

－ － △77,877 △0.6 － －

　　純資産合計 － － 9,347,125 74.7 － －

　　負債純資産合計 － － 12,519,420 100.0 － －
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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 4,374,324 100.0 5,631,873 100.0 9,418,816 100.0

Ⅱ　売上原価 2,522,321 57.7 3,762,490 66.8 5,909,411 62.7

売上総利益 1,852,002 42.3 1,869,383 33.2 3,509,404 37.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 2,007,676 45.9 1,884,408 33.5 3,970,563 42.2

営業損失 155,674 △3.6 15,025 △0.3 461,158 △4.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 339 777 1,337

２．受取配当金 17,492 10,534 23,193

３．為替差益 20,456 － 29,355

４．賃貸料収入 15,991 14,746 34,522

５．その他 5,139 59,418 1.4 6,980 33,039 0.6 8,447 96,856 1.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 9,869 61 14,189

２．賃貸資産費用 14,778 14,553 30,813

３．新株発行費 － － 13,835

４．為替差損 － 16,083 －

５．その他 880 25,528 0.6 2,854 33,553 0.6 6,145 64,982 0.7

経常損失 121,784 △2.8 15,539 △0.3 429,284 △4.6

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 204,312 29,751 1,048,943

２．役員退職慰労引当金
戻入益

32,722 － 32,722

３．固定資産売却益 ※２ 294,215 4 439,197

４．過年度構造改革費用
修正益

－ 14,068 －

５．その他 5,186 536,436 12.3 － 43,825 0.8 11,543 1,532,406 16.3

Ⅶ　特別損失

１．固定資産処分損 ※３ 44,435 5,324 90,515

２. 構造改革費用 ※４ 2,655 － 83,815

３．前期損益修正損 ※５ － 47,091 1.1 1,750 7,074 0.1 － 174,331 1.8

税金等調整前中間
(当期)純利益

367,560 8.4 21,210 0.4 928,790 9.9

法人税、住民税及び
事業税

8,431 0.2 4,570 0.1 16,906 0.2

中間(当期)純利益 359,128 8.2 16,639 0.3 911,883 9.7
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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 4,038,774 4,038,774

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．資本金減少による資
本剰余金増加額

36,076 36,076  

２．増資による新株の発
行

－ 36,076 572,000 608,076

Ⅲ　資本剰余金減少高

１．資本準備金取崩額 4,038,774 4,038,774 4,038,774 4,038,774

Ⅳ　資本剰余金中間期末
（期末）残高

36,076 608,076

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △7,332,481 △7,332,481

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 359,128 911,883

２．資本準備金取崩によ
る増加額

4,038,774 4,038,774

３．資本金減少による欠
損填補額

3,726,123 8,124,026 3,726,123 8,676,780

Ⅲ　利益剰余金中間期末
（期末）残高

791,545 1,344,299
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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４月１日　残高
（千円）

7,572,000 608,076 1,344,299 △10,567 9,513,808

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)   △103,378  △103,378

中間純利益   16,639  16,639

自己株式の取得    △2,281 △2,281

自己株式の処分  92  122 215

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）

 92 △86,739 △2,159 △88,805

平成18年９月30日　残高
（千円）

7,572,000 608,168 1,257,560 △12,726 9,425,002

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

288,236 △233,673 54,563 9,568,371

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)    △103,378

中間純利益    16,639

自己株式の取得    △2,281

自己株式の処分    215

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）

△133,807 1,367 △132,440 △132,440

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△133,807 1,367 △132,440 △221,245

平成18年９月30日　残高
（百万円）

154,428 △232,305 △77,877 9,347,125

　（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。
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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） 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

367,560 21,210 928,790

減価償却費 146,839 185,497 334,912

受取利息及び配当金 △17,831 △11,312 △24,530

支払利息 9,869 61 14,189

為替差益（△）又は差
損

△45,049 8,780 △66,852

投資有価証券売却益 △204,312 △29,751 △1,048,943

固定資産売却益 △294,215 △4 △439,197

固定資産処分損 44,435 5,324 90,515

過年度構造改革費用
修正益 

－ △14,068 －

売上債権の増加額 △28,232 △417,771 △616,589

棚卸資産の増加額 △110,828 △242 △239,028

仕入債務の増加額 501,126 136,467 824,287

その他 △205,234 △104,093 △319,809

小計 164,127 △219,902 △562,256

利息及び配当金の受取
額

17,831 11,002 24,531

利息の支払額 △9,724 △61 △13,484

法人税等の支払額 △15,443 △15,829 △16,272

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

156,792 △224,790 △567,481
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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） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産の取得に
よる支出

△133,796 △215,211 △271,473

有形固定資産の売却に
よる収入

616,793 433 1,153,221

投資有価証券の取得に
よる支出

△187,247 △285,635 △256,459

投資有価証券の売却に
よる収入

542,254 68,673 1,781,209

その他 △3,721 △26,404 △52,868

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

834,283 △458,144 2,353,628

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純減少額 △737,000 － △787,000

長期借入金の返済によ
る支出

△93,200 － △403,600

配当金の支払額 － △98,584 －

株式の発行による収入 － － 1,130,164

その他 △2,069 △2,066 △3,176

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△832,269 △100,651 △63,611

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

8,739 △11,528 5,685

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額又は減少額(△)

167,545 △795,115 1,728,219

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

1,636,037 3,364,257 1,636,037

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高

1,803,583 2,569,142 3,364,257
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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）

  当社グループは当中間連結会計期間において、

営業損失１億５千５百万円、及び経常損失１億

２千１百万円を計上し、当該損失の計上が長期

間継続しております。

　当該状況により、当社グループには継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。

　当社グループは、当該状況を解消すべく平成

17年３月18日開催の取締役会において、新経営

体制による再建計画を策定し、平成17年４月１

日より具体的な活動を開始しております。当該

再建計画の進捗状況につきましては、以下のと

おりとなっております。

　平成17年４月より情報機器事業部と計測・Ｆ

Ａ事業部の２事業部体制を発足させ、フラット

でスピーディーな組織体制を実現しました。更

には事業の選択と集中により、積極的なビジネ

ス展開を図るとともに、事業所の統廃合や人員

の削減を始めとした諸施策の実施により、事業

運営経費の削減に努めました。加えて、廃止し

た事業所の土地・建物の売却、及び株式保有政

策の見直しによる投資有価証券の売却等により

借入債務の削減に努め、キャッシュ・フローの

改善と金利負担の軽減を行いました。この結果、

当中間連結会計期間の売上高は43億７千４百万

円（前年同期比107.3%）、営業損失は１億５千

５百万円（前年同期は５億３千１百万円の損

失）、経常損失は１億２千１百万円（前年同期

は５億１千１百万円の損失）、中間純利益は３

億５千９百万円（前年同期は34億８千４百万円

の損失）となりました。また、営業活動による

キャッシュ・フローについては１億５千６百万

円のプラス（前年同期はマイナス２億８千８百

万円）となり、いずれも改善の傾向にありま

す。

　当社グループは、引続き再建計画を遂行し、

当期第２四半期より成果が出てまいりました事

業運営経費の削減に加え、経営再建プロジェク

トの下で売上拡大と経費の効果的な配分を更に

推進いたします。また、当下期において販売体

制の強化と責任の明確化を目的に、当社の国内

営業本部を「国内情報機器営

───── ─────
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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）

業本部」と「国内計測・ＦＡ営業本部」に分割

改組いたします。これら再建計画の下での諸施

策の実施と、販売体制の強化により、下期には

確実に利益計上できる強い経営体制を実現する

所存であります。

　中間連結財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響を

中間連結財務諸表には反映しておりません。
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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２社についてはすべて連結し

ております。

連結子会社の名称

グラフテック　アメリカ　インク

(米国)

ウェスタン　グラフテック　イン

ク(米国)

　前連結会計年度まで連結子会社で

あった、グラフテック商事(株)及び

テクノ　グラフテック(株)は平成17

年８月に清算結了したため、平成17

年８月までの損益計算書を連結して

おります。

　また、グラフテック　ノースアメ

リカ　インクは商号変更により、平

成17年９月にグラフテック　アメリ

カ　インクになりました。

　なお、ウェスタン　グラフテック

　インクは平成17年10月１日をもっ

てグラフテック　アメリカ　インク

に吸収合併されております。

子会社１社についてはすべて連結し

ております。

連結子会社の名称

グラフテック　アメリカ　インク

(米国)

子会社１社についてはすべて連結し

ております。

連結子会社の名称

グラフテック　アメリカ　インク

（米国）

　前連結会計年度まで連結子会社で

あった、グラフテック商事(株)及び

テクノ　グラフテック(株)は平成17

年８月に清算結了したため、平成17

年８月までの損益計算書を連結して

おります。

　また、前連結会計年度まで連結子

会社であったウェスタン　グラフ

テック　インクは平成17年10月１日

をもってグラフテック　アメリカ　

インクに吸収合併されておりま

す。

　なお、グラフテック　ノースアメ

リカ　インクは商号変更により、平

成17年９月にグラフテック　アメリ

カ　インクになりました。

２．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

連結子会社の中間決算日は、中間連

結財務諸表提出会社と同一でありま

す。

同左 連結子会社の決算日は、連結財務諸

表提出会社と同一であります。

３．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

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）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

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）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

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
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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　たな卸資産

主として総平均法に基づく原

価法により評価しております。

なお、在外連結子会社におい

ては、低価法により評価して

おります。

③　たな卸資産

同左

③　たな卸資産

同左

(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

主として定率法を採用してお

ります。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物3～50年

(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

同左

(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

同左

②　ソフトウェア（無形固定資

産）

当社の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

く定額法によっております。

②　ソフトウェア（無形固定資

産）

同左

②　ソフトウェア（無形固定資

産）

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒による損失等に備

えるため、主として、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

性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

従業員の賞与に充てるため、

支給見込額を計上しておりま

す。

②　賞与引当金

同左

②　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）

(4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間連

結会計期間末の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

なお、在外子会社の資産及び負

債、収益及び費用は、中間連結

会計期間末の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は資

本の部における為替換算調整勘

定に含めております。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間連

結会計期間末の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

なお、在外子会社の資産及び負

債については中間連結会計期間

末の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用について

は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含め

ております。

（会計方針の変更）

従来、在外連結子会社の資産・

負債及び収益・費用については、

中間連結会計期間末の直物為替

相場により円貨に換算しており

ましたが、当連結会計期間より、

資産及び負債については中間連

結会計期間末の直物為替相場に

より円換算し、収益・費用につ

いては期中平均相場により円貨

に換算する方法に変更しており

ます。この変更は、在外連結子

会社の重要性が増加したことに

伴い、中間連結会計期間を通じ

て発生する収益及び費用の各項

目について、より実情に即した

換算を行うこと等を目的として

行ったものであります。

　この変更により、従来の方法

によった場合と比べて、売上高

は17,272千円、売上総利益は

15,919千円それぞれ減少してお

り、営業損失は11,739千円増加

しておりますが、経常損失及び

税金等調整前中間純利益に与え

る影響は軽微であります。

　なお、セグメント情報に与え

る影響額は、（セグメント情

報）に記載しております。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結会

計年度末の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

なお、在外子会社の資産及び負

債、収益及び費用は、連結会計

年度末の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は資本の

部における為替換算調整勘定に

含めております。
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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）

(5）重要なリース取引の処理方法

当社においては、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

(6）ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件

を充たしている場合には振当処

理を、金利スワップについては

特例処理の要件を満たしている

場合は特例処理を採用しており

ます。

(6）ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件

を充たしている場合には振当処

理を採用しております。

(6）ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

当中間連結会計期間にヘッジ会

計を適用したヘッジ対象及び

ヘッジ手段は以下のとおりであ

ります。

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債

務・借入金

ヘッジ手段：為替予約・金利ス

ワップ

②ヘッジ手段とヘッジ対象

当中間連結会計期間にヘッジ会

計を適用したヘッジ対象及び

ヘッジ手段は以下のとおりであ

ります。

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債

務

ヘッジ手段：為替予約

②ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計を

適用したヘッジ対象及びヘッジ

手段は以下のとおりであります。

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債

務

ヘッジ手段：為替予約
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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ヘッジ方針

主に当社の内規である「為替リ

スク管理規程」に基づき、為替

変動リスクをヘッジしておりま

す。

③ヘッジ方針

　　　　同左

③　ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

中間決算期末にヘッジ手段と

ヘッジ対象の内容について見直

しを行い、有効性を評価してお

ります。なお、金利スワップは

特例処理の要件を満たしており、

有効性の評価を省略しておりま

す。

④ヘッジ有効性評価の方法

中間決算期末にヘッジ手段と

ヘッジ対象の内容について見直

しを行い、有効性を評価してお

ります。

④ヘッジ有効性評価の方法

決算期末にヘッジ手段とヘッジ

対象の内容について見直しを行

い、有効性を評価しております。

(7）会計処理基準の差異

海外子会社２社（グラフテック

　アメリカ　インク（米国）及

びウェスタン　グラフテック　

インク（米国））については米

国の会計基準に基づいておりま

す。

(7）会計処理基準の差異

海外子会社１社（グラフテック

　アメリカ　インク（米国））

については米国の会計基準に基

づいております。

(7）会計処理基準の差異

同左

(8）その他中間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。

(8）その他中間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

同左

(8）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理

同左

４．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

中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、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ヵ月

以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、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ヵ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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）

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、9,347,125千円であり

ます。

　なお、当中間連結会計期間におけ

る中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間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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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）

　従来、当社において、役員の退職慰労金に充

てるため内規に基づいて算定した金額を役員退

職慰労引当金に計上しておりましたが、平成17

年５月23日開催の取締役会において、役員退職

慰労金制度の廃止を決議し、また、平成17年６

月29日開催の定時株主総会において、同株主総

会終結の時をもって廃止することを決議いたし

ました。

　これにより、当中間連結会計期間より役員退

職慰労引当金の繰り入れを取り止めるとともに、

前連結会計年度末の役員退職慰労引当金残高

32,722千円は全額取り崩し、特別利益に計上し

ております。

───── 　従来、当社において、役員の退職慰労金に充

てるため内規に基づいて算定した金額を役員退

職慰労引当金に計上しておりましたが、平成17

年５月23日開催の取締役会において、役員退職

慰労金制度の廃止を決議し、また、平成17年６

月29日開催の定時株主総会において、同株主総

会終結の時をもって廃止することを決議いたし

ました。

　これにより、当連結会計年度より役員退職慰

労引当金の繰り入れを取り止めるとともに、前

連結会計年度末の役員退職慰労引当金残高

32,722千円は全額取り崩し、特別利益に計上し

ております。

───── ───── 　当社グループは、売上高の減少に伴う営業損

失、経常損失及び当期純損失、並びに営業

キャッシュ・フローのマイナスの長期継続によ

り、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しておりました。

　当社グループは、当該状況を解消し黒字体質

への転換を図るための再建策として、事業の集

中領域を情報機器事業と計測・ＦＡ事業の２つ

に絞り、売上げの拡大を図るとともに、事業所

の統廃合、人員削減、開発費用の効果的な配分

等を着実に進めたことにより、営業損失、経常

損失の計上及び営業キャッシュ・フローのマイ

ナスが継続しているものの、いずれも改善傾向

にあり、事業黒字化への体質転換が十分に達成

されたものと判断しております。

　また、保有資産の有効活用を積極的に推し進

め、キャッシュ・フローの改善を行い、当下期

に長短期借入金の全額返済を完了するとともに、

第三者割当増資を行いました。この結果、当連

結会計年度末において3,364,257千円の現金預

金を確保したことにより、翌連結会計年度以降

の事業計画遂行に十分な財務体質を確立してお

ります。

　従いまして、当連結会計年度において継続企

業の前提に関する重要な疑義は解消したものと

判断しております。
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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．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

  4,931,493千円            4,764,608千円                   4,642,469千円

※２．担保に供している資産

親会社の金融機関からの短期借入金

236,400千円及び長期借入124,000千円

の担保に供している親会社の資産は、

次のとおりであります。

※２．担保に供している資産

当社の取引金融機関の質権及び根抵当

権の担保に供している当社の資産は、

次のとおりであります。なお、当中間

連結会計期間末現在は、対応する債務

はありません

※２．担保に供している資産

当社の取引金融機関の質権及び根抵当

権の担保に供している当社の資産は、

次のとおりであります。なお、当連結

会計年度末現在は、対応する債務はあ

りません。

 定期預金 500,000千円

 建物 1,727,337 〃

 土地 1,160,944 〃

 投資有価証券 326,800 〃

 計 3,715,082千円

 定期預金 500,000千円

 建物 1,635,512 〃

 土地 1,160,944 〃

 投資有価証券 274,835 〃

 計 3,571,291千円

 定期預金 500,000千円

 建物 1,679,279 〃

 土地 1,160,944 〃

 投資有価証券 368,340 〃

 計 3,708,564千円

※３．倉庫、事務所等として賃貸する資産が

次のとおり含まれております。

※３．倉庫、事務所等として賃貸する資産が

次のとおり含まれております。

※３．倉庫、事務所等として賃貸する資産が

次のとおり含まれております。

 建物及び構築物 197,640千円

 土地 584,587 〃

 その他 249 〃

 計 782,478千円

 建物及び構築物 183,828千円

 土地 584,587 〃

 その他 247 〃

 計 768,663千円

 建物及び構築物 190,439千円

 土地 584,587 〃

 その他 247 〃

 計 775,275千円

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行５行と当座貸越契約を締

結しております。これらの契約に基づく

当中間連結会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行６行と当座貸越契約を締

結しております。これらの契約に基づく

当中間連結会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行５行と当座貸越契約を締

結しております。これらの契約に基づく

当連結会計年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

 当座貸越極度額の総額 1,400,000千円

 借入実行残高 50,000 〃

差引額 1,350,000千円

 当座貸越極度額の総額 1,650,000千円

 借入実行残高 － 〃

差引額 1,650,000千円

 当座貸越極度額の総額 1,400,000千円

 借入実行残高 － 〃

差引額 1,400,000千円

※５　　　　　　───── ※５．中間連結会計期間末日満期手形 ※５　　　　　　─────

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理は、手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当中間連結会計

期間の末日は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が中間連結会計期

間末日残高に含まれております。

 受取手形 144,983千円
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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。

給与 612,134千円

研究開発費 385,110 〃

賞与引当金繰入額 60,067 〃

給与 545,281千円

研究開発費 365,724 〃

賞与引当金繰入額 58,182 〃

貸倒引当金繰入額 2,695 〃

給与 1,204,383千円

研究開発費 720,038 〃

賞与引当金繰入額 62,200 〃

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。

(1）建物及び構築物 48,839千円

(2）土地 245,375 〃

計 294,215千円

(1)その他 4千円

計 4千円

(1)建物及び構築物 117,778千円

(2)土地 321,419 〃

計 439,197千円

※３．固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。

※３．固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。

※３．固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。

(1）建物及び構築物 21,728千円

(2）その他 22,706 〃

　 (うち、売却損 234 〃)

計 44,435千円

(1）建物及び構築物 13千円

(2）その他 2,412 〃

　 (うち、売却損 107 〃)

(3）無形固定資産 2,899 〃

　 (うち、売却損 2,899 〃)

計 5,324千円

(1)建物及び構築物 44,845千円

 　 (うち、売却損 23,103 〃) 

(2)土地 14,313 〃 

 　 (うち、売却損 14,313 〃) 

(3)その他 31,356 〃

　 (うち、売却損 379 〃)

計 90,515千円

※４．構造改革費用の内容は次のとおりであ

ります。

※４．　　　　　───── ※４．構造改革費用の内容は次のとおりであ

ります。

　 事業所統廃合費用等 2,655千円

計 2,655千円

(1)再就職支援費用等 17,443千円

(2)事業所統廃合費用 43,551 〃

(3)リース解約損 16,109 〃

(4)棚卸資産廃棄損 6,711 〃

計 83,815千円

※５　　　　　　───── ※５．前期損益修正損の内容は次のとおりで

あります。

※５　　　　　　─────

　 過年度仕入高 1,750千円

計 1,750千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 34,540,000 － － 34,540,000

合計 34,540,000 － － 34,540,000

自己株式

普通株式 80,336 9,960 900 89,396

合計 80,336 9,960 900 89,396

　（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加9,960株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少900株は、単元未満株式の売り渡しによる減少であります。

２．新株予約権及び自己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）
平成17年新株予約権 普通株式 667,000 － 14,000 653,000 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 667,000 － 14,000 653,000 －

　（注）１．平成17年新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の失効によるものであります。

　　　　２．平成17年新株予約権は、権利行使期間が未到来であります。

３．配当に関する事項

　　　配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 103,378 3 平成18年３月31日 平成18年６月29日

（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

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

 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 1,803,583千円

現金及び現金同等物 1,803,583千円

現金及び預金 2,569,142千円

現金及び現金同等物 2,569,142千円

現金及び預金 3,364,257千円

現金及び現金同等物 3,364,257千円
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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）

工具器具備
品

79,516 59,636 19,879

ソフトウェ
ア

36,932 27,145 9,786

合計 116,448 86,782 29,666

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）

工具器具備
品

31,932 15,308 16,624

ソフトウェ
ア

36,932 34,532 2,400

合計 68,865 49,841 19,024

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）

工具器具備
品

38,470 26,378 12,091

ソフトウェ
ア

36,932 30,838 6,093

合計 75,402 57,217 18,185

（注）取得価額相当額は、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 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年以内 18,760千円

１年超 10,905 〃　

合計 29,666千円

１年以内 8,444千円

１年超 10,580 〃　

合計 19,024千円

１年以内 10,970千円

１年超 7,214 〃

合計 18,185千円

（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 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 14,127千円

減価償却費相当額 14,127 〃

支払リース料 8,088千円

減価償却費相当額 8,088 〃

支払リース料 25,608千円

減価償却費相当額 25,608 〃

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

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 1,722千円

１年超 2,867 〃

合計 4,590千円

１年以内 36,477千円

１年超 130,445 〃

合計 166,923千円

１年以内 36,941千円

１年超 147,998 〃

合計 184,939千円
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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）

１．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）

(1）株式 829,092 1,843,937 1,014,844

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

計 829,092 1,843,937 1,014,844

　（注）　取得原価は減損処理後の金額であります。

２．時価評価されていない主な有価証券

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 2,250

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

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 551,694 792,663 240,968

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 200,000 201,446 1,446

計 751,694 994,109 242,415

　（注）　取得原価は減損処理後の金額であります。

２．時価評価されていない主な有価証券

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 1,250
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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

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 503,981 949,413 445,431

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

計 503,981 949,413 445,431

　（注）　取得原価は減損処理後の金額であります。

２．時価評価されていない主な有価証券

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 2,250

（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）

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）

　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いるため、該当

事項はありません。

同左 同左
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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（平成17年４月１日～平成17年９月30日）

計測機器
（千円）

入出力機器
（千円）

その他関連
品（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 618,689 2,924,796 830,837 4,374,324 － 4,374,324

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － －

計 618,689 2,924,796 830,837 4,374,324 － 4,374,324

営業費用 611,318 2,916,402 688,605 4,216,325 313,672 4,529,998

営業利益又は営業損失(△) 7,371 8,394 142,232 157,999 （313,672） △155,674

当中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

計測機器
（千円）

入出力機器
（千円）

その他関連
品（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 671,330 4,214,706 745,836 5,631,873 － 5,631,873

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － －

計 671,330 4,214,706 745,836 5,631,873 － 5,631,873

営業費用 520,110 4,170,837 675,030 5,365,977 280,922 5,646,899

営業利益又は営業損失(△) 151,220 43,869 70,806 265,897 (280,922) △15,025

前連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

計測機器
（千円）

入出力機器
（千円）

その他関連
品（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 1,280,238 6,545,859 1,592,718 9,418,816 － 9,418,816

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － －

計 1,280,238 6,545,859 1,592,718 9,418,816 － 9,418,816

営業費用 1,213,835 6,747,182 1,327,679 9,288,697 591,277 9,879,975

営業利益又は営業損失(△) 66,402 △201,322 265,039 130,119 (591,277) △461,158

（注）１．当社の事業区分の方法は、製品の種類・性質、製造方法及び販売市場等の類似性を勘案して区分する方針を採

用しております。
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２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

計測機器

 

計測器、レコーダ、レーザドップラ振動計、サプライ用品等

入出力機器

 

インクジェットプロッタ、カッティングプロッタ、スキャナ、サプライ用品等

その他関連品 インライン試験装置、修理等

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

前中間連結会計
期間（千円）

当中間連結会計
期間（千円）

前連結会計年度
（千円）

主な内容

消去又は全社の項目に含

めた配賦不能営業費用の

金額

313,672 280,922 591,277

当社本社の管理部門及び技術

部門に係る費用であります。

４．重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準の変更

　　　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、在外

子会社の収益及び費用の換算については、中間決算日の直物為替相場により換算する方法から、期中平均相

場により換算する方法に変更しております。この変更により、従来の方法に比べ、「入出力機器」の売上高

が15,667千円、営業利益が11,477千円減少しております。なお、その他の各セグメントに与える影響は軽微

であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（平成17年４月１日～平成17年９月30日）

日本（千円） 北米（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 3,496,064 878,259 4,374,324 － 4,374,324

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
558,227 2,205 560,433 （560,433） －

計 4,054,292 880,465 4,934,757 （560,433） 4,374,324

営業費用 3,920,532 863,883 4,784,415 (254,416) 4,529,998

営業利益又は営業損失(△) 133,759 16,582 150,342 （306,016） △155,674

当中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

日本（千円） 北米（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,309,393 1,322,480 5,631,873 － 5,631,873

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
916,139 4,300 920,440 (920,440) －

計 5,225,533 1,326,781 6,552,314 (920,440) 5,631,873

営業費用 4,972,203 1,347,665 6,319,868 (672,696) 5,646,899

営業利益又は営業損失(△) 253,329 △20,884 232,445 (247,470) △15,025
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前連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

日本（千円） 北米（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 7,321,595 2,097,220 9,418,816 － 9,418,816

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
1,526,685 4,709 1,531,394 (1,531,394) －

計 8,848,281 2,101,930 10,950,211 (1,531,394) 9,418,816

営業費用 8,681,334 2,101,889 10,783,223 (903,248) 9,879,975

営業利益又は営業損失(△) 166,946 41 166,988 (628,146) △461,158

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米………………アメリカ

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

前中間連結会計
期間（千円）

当中間連結会計
期間（千円）

前連結会計年度
（千円）

主な内容

消去又は全社の項目に含

めた配賦不能営業費用の

金額

313,672 280,922 591,277

当社本社の管理部門及び技術

部門に係る費用であります。

４．重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準の変更

　　　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、在外

子会社の収益及び費用の換算については、中間決算日の直物為替相場により換算する方法から、期中平均相

場により換算する方法に変更しております。この変更により、従来の方法に比べ、「北米」の売上高が17,329

千円減少、営業損失が273千円増加しております。なお、その他の各セグメントに与える影響はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（平成17年４月１日～平成17年９月30日）

北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 796,248 859,563 1,655,811

Ⅱ　連結売上高（千円） 4,374,324

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上割合（％） 18.2 19.7 37.9

当中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,158,748 1,193,048 2,351,796

Ⅱ　連結売上高（千円） 5,631,873

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上割合（％） 20.6 21.2 41.8
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前連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,873,067 1,847,060 3,720,128

Ⅱ　連結売上高（千円） 9,418,816

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
19.9 19.6 39.5

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国又は地域

(1）北米………………アメリカ、カナダ

(2）その他の地域……ヨーロッパ、南米、東南アジア、オーストラリア

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

４．重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準の変更

　　　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、在外

子会社の収益及び費用の換算については、中間決算日の直物為替相場により換算する方法から、期中平均相

場により換算する方法に変更しております。この変更により、従来の方法に比べ、「北米」の売上高が14,831

千円減少、「その他の地域」の売上高が2,498千円減少しております。

（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 293.01円

１株当たり中間純利益 12.40円

１株当たり純資産額 271.32円

１株当たり中間純利益 0.48円

１株当たり純資産額 277.67円

１株当たり当期純利益 30.15円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

潜在株式調整後1株当たり当

期純利益

0.48円 潜在株式調整後1株当たり当

期純利益

30.08円

　（注）１株当たり中間（当期）純利益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（千円） 359,128 16,639 911,883

　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）
359,128 16,639 911,883

　期中平均株式数（株） 28,970,587 34,456,334 30,247,075

    

潜在株式調整後１株あたり中間（当

期）純利益金額 
   

　中間（当期）純利益調整額

　（千円） 
－ － －

　普通株式増加数（株） － 140,514 64,739

　（うち新株予約権） －  　　　　  (140,514)             (64,739)

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概

要

商法第280条ノ20及び商法

第280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権１種類681個

（目的となる株式の数681

千株）

───── ─────
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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）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

          該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

 １．生産の状況  （単位 千円）

事業の種類別セグメントの名称 生産高 前年同期比（％）

計測機器 599,654 135.5

入出力機器 2,523,843 121.4

その他関連品 412,645 94.0

 計 3,536,144 119.4

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、標準品の外部生産高を含めております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．受注の状況

 当社グループは見込生産形態を採っており、該当事項はありません。

 ３．販売の状況 （単位 千円）

事業の種類別セグメントの名称 販売高 前年同期比（％）

計測機器 671,330 108.5

入出力機器 4,214,706 144.1

その他関連品 745,836 89.8

 計 5,631,873 128.7

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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