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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

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        3,976    12.2         132－          151   492.1
17年 9月中間期        3,542   △10.7         △42 －           25   △91.2

18年 3月期        8,063－           △1 －          141－

1株 当 た り 中 間 潜在株式調整後1株当中間(当期)純利益 (当 期 )純 利 益 たり中間(当期)純利益
百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年 9月中間期           71－           8.97－
17年 9月中間期           △2 －          △0.36 －

18年 3月期           46－           5.90－

(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      7,986,902株 17年 9月中間期      6,764,347株
18年 3月期      6,731,453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
百万円 百万円 ％ 円 銭

18年 9月中間期       11,743       7,087     58.3         860.03
17年 9月中間期       11,464       6,864     59.9       1,021.36

18年 3月期       11,595       6,921     59.7       1,037.89
(注 )期末発行済株式数(連結)18年 9月中間期      7,956,411株 17年 9月中間期      6,721,272株

18年 3月期      6,662,036株

( 3 )連結キャッシュ ･ フローの状況
営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物
キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円
18年 9月中間期          210         △94         △103        2,696
17年 9月中間期          223           9         △97        2,793

18年 3月期         △118          232         △89        2,682

( 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    社  持分法適用非連結子会社数    社  持分法適用関連会社数    社    3 － －

( 5 )連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結 (新規 )    社  (除外 )    社  持分法 (新規 )    社  (除外 )    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
百万円 百万円 百万円

通 期        9,125         500         262

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )          32円93銭

１ ． 記 載 金 額 は 、 表 示 単 位 未 満 の 端 数 を 切 り 捨 て て 表 示 し て お り ま す 。
２ ． 通 期 の 連 結 業 績 予 想 の 詳 細 に つ き ま し て は 、 添 付 書 類8ペ ー ジ を ご 参 照 下 さ い 。
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添付書類 

（１） 企業集団の状況 

 

 当社グループ(当社および当社の関係会社)は、当社(株式会社ミューチュアル)、子会社３社(連結子会社)により

構成されており、医薬品業界、化粧品業界、食品業界向けの包装関連設備を中心とした産業用機械等の改良・製

造・販売を主たる業務としている他、工業用ダイヤモンドの販売、包装資材の製造・販売等を行っております。  

 当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 

① 産業用機械部門 

 当社におきまして、一連ライン(※)・製剤機・充填機・検査装置・包装機・部品の改良・製造・販売を行って

いる他、これらに関係する改造・調整・修理も行っております。また、連結子会社株式会社ウイストで充填機等

を製造し、主に当社を通じて販売しております。また、連結子会社ファーマリード・エンジニアリング株式会社

におきまして総合的な医薬品製造設備の設計、監修等を行っております。 

（※） 当社グループでは、産業用機械を単体で販売するだけでなく、複数機械を組合せてシステム化した連続

工程設備を販売しており、その大部分が医薬品・化粧品業界向けの固形製剤包装ライン（錠剤計数包

装・ＰＴＰ包装）・注射剤（アンプル・バイアル）充填包装ライン・クリーム充填ライン等、医薬品・

化粧品業界向けのものであります。 

なお、当社グループでは、当該生産工程ラインの全工程だけではなく、２台以上の機械を組合せた設備

も一連ライン売上として区分しております。 

 

② その他部門 

 当社におきまして、工業用ダイヤモンドの販売を行っている他、連結子会社日伊包装株式会社におきまして、 

包装用資材の製造を行い、その製品を当社が販売しております。 

 

(関係会社の状況)      

名 称 住 所 
資 本 金
(百万円)

主 要 な 
事 業 内 容 

議決権の
所有割合 

(％) 
関 係 内 容 摘要

(連結子会社)     

日伊包装株式会社 兵庫県伊丹市 30 その他部門 68.3
当社取扱包装資材を製造 
役員の兼任 ２名 

 

株式会社ウイスト 奈良県生駒市 10 産業用機械部門
50.0
[50.0]

当社取扱産業用機械を製造
役員の兼任 ３名 

※２

ファーマリード・ 
エンジニアリング 
株式会社 

大阪府大阪市 10 産業用機械部門
50.0
[50.0]

役員の兼任 ３名 ※２

 （注）１．主要な事業内容欄には、事業部門の名称を記載しております。 

※２．持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。 

３．議決権の所有割合の［ ］内は、緊密な者又は、同意している者の所有割合で外数となっております。 

４．いずれの会社も有価証券届出書及び有価証券報告書を提出しておりません。 
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(事業の系統図) 
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(２) 経営方針 

 

① 会社の経営の基本方針 

当社グループは、医薬品・化粧品業界を主要ユーザー先に輸入品・国産品の多機種にわたる製剤・包装関連機

械の販売を行っております。その販売活動を通じ、一貫してモットーとしておりますことは社名｢ミューチュア

ル｣に表されます様にミューチュアリティーの精神すなわち“互いに協力する共存の精神”であります。 

取引先の立場になって考え、行動し多彩なユーザー・ニーズを満たすことで共に社会に貢献することを喜びと

考えております。 

また、株主の皆様の期待に応え、株主利益の増大に向けて努力していくことが、企業にとって も重要なこと

であると認識しております。 

   

  経営戦略 

(ａ)技術サービス体制の充実 

  当社グループは、多様なユーザーの技術的ニーズに的確、迅速に対応するために技術陣の強化を図って 

きております。医薬品メーカーの工場において医薬品は、ＧＭＰ(GOODS MANUFACTURING PRACTISE医薬品の

製造および品質管理に関する基準)規格によって厳しい生産・品質・管理が行われており、ユーザーはこう

した規格を満たすことのできる製剤・包装関連機械を導入しております。また、化粧品業界においても同

様の品質管理体制が求められております。 

従いまして、納入決定には高いレベルの提案が必要とされ、納入後もきめ細かいアフターケアーと品質 

保証が求められます。この様な状況下、当社グループは技術スタッフの拡充に努めております。 

   (ｂ)豊富な製品群 

     当社グループは、各種製剤・包装関連機械及びその周辺機器を数多く取扱っております。ユーザーの目的 

や予算、その他の諸条件に合致する 適な商品を豊富な商品群の中から提供できる体制をとっております。 

 

② 会社の利益配分に関する基本方針 

   当社の利益配分は、将来の再投資に備えた内部留保と共に、株主への還元としての利益配当を基本的に考えて

おります。 

   内部留保金の使途につきましては、中長期的視点に立ち、今後の業績拡大のための新規商品の開発、拠点拡充

のための投資に充て、積極的に事業を展開していく考えであります。 

 利益配当につきましては、継続的かつ安定的配当を基本方針に、1株当たり15円の普通配当を継続しており、

当期も引続き1株当たり15円を予定しております。 

 

③ 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

   当社は、個人投資家が参加し易い環境を整え、個人株主の拡大と株式の活性化を図るため、平成17年10月３日 

より、JASDAQ市場における売買単位を1,000株から100株に引下げるとともに、過去３期にわたり普通株式1株に 

つき1.2株の株式分割を行ってまいりました。この結果当社の株主数は、平成17年９月の531名（内、個人その他 

株主数481名）から平成18年９月の1,012名（内、個人その他株主数959名）へと拡大しております。 

 

④ 目標とする経営指標 

   当社グループは、株主利益の増大を示す経営指標である株主資本純利益率(ＲＯＥ)を重視しており、連結 

ＲＯＥ10.0%を当面の中長期数値目標としております。また、同様に利益重視の考えに基づき売上高経常利 

益率も重要な経営指標として認識しております。 

 

⑤ 中長期的な会社の経営戦略 

   (ａ)医薬品業界の製造委受託 

当社グループの主な販売先である医薬品業界は、薬事法の改正にともない、平成17年４月より製造に係る委受 

託が、原則解禁となりました。これを受けて、大手医薬品メーカーが自社製品の生産を、中堅医薬品メーカー 

に外部製造委託する傾向にあります。当社グループでは、この医薬品業界の動向に対応すべく従来にも増して、 

中堅医薬品メーカーに向けた営業活動を積極的に展開していく考えであります。その一環としまして当社は、 



 5

中堅医薬品メーカーが数多く集中する北陸地区での拡販を目指し、平成15年４月に富山営業所を開設し、同地 

区における営業活動の強化を図っております。 

 (ｂ)環境問題 

 現在、わが国における医薬品包装資材の主流は、ＰＶＣ(ポリ塩化ビニール)でありますが、焼却時のダイオキ 

シン発生が社会的問題になっております。当社ではダイオキシンの発生が極めて少ないＰＰ(ポリプロピレン) 

がＰＶＣに替わりつつある現状に対応すべく、ＰＶＣ・ＰＰ兼用の新型包装機の開発に成功いたしました。 

また、同包装機は米国市場においても、商品性が有望であると考えております。 

 (ｃ)エンジニアリング機能の強化 

 当社の 大の強みは、どこの機械メーカーの系列にも属さず、国内外各社の様々な機械を取り扱えることと、 

 これら異なるメーカー間の機械を組合わせ、連続する工程のラインを構築する企画力・技術力を有しているこ 

とであると考えております。当社のこの強みを強化するため、従来よりエンジニアリング部門の拡充に注力し 

てまいりましたが、さらに平成17年4月に、医薬品メーカーの生産技術部門での永年の経験を有するスタッフ 

を中心としたエンジニアリング専門会社ファーマリード・エンジニアリング株式会社を設立いたしました。 

機械・設備というハード面に加えて、エンジニアリングというソフト面を強化することで、より高度なユー 

ザーのニーズに対応でき、きわめて高い将来性があるものと考えております。 

(ｄ)欧州市場 

従来、優秀な製剤・包装関連機械メーカーが数多く存在する欧州市場への販売実績はほとんどありませんでし 

たが、近年欧州においても固形剤の高精度検査機の需要が高まりを見せております。そこで当社グループでは 

イタリアBREVETTI社と提携し、国産検査機を中心に欧州での販売にも今後注力していく考えであります。あわ 

せて、同社製のシリンジ・バイアル・アンプル外観検査機を日本市場において積極的に販売していく予定であ 

ります。 

 

⑥ 会社の対処すべき課題 

   当社グループの主な販売先である医薬品業界は、従来、安定的な設備投資を行っており、将来も高齢化社会の 

到来等により、引続き高水準の設備投資が期待される反面、薬価引下げ、健康保険制度の見直し等により、影響 

を受ける可能性もあります。しかし、同業界には当社の未開拓の分野もあり、更なる市場開拓と深耕が重要であ 

ると考えております。その一環としまして、福岡営業所の人員拡充を行い、九州地区における営業力強化に努め 

ております。 

また、海外戦略の再構築の一環としまして当社開発機の海外への販売展開も、当社の課題であると考えており 

ます。 

 

⑦ 親会社等に関する事項 

   当社は親会社等を有しておりません。 

 

⑧ 内部管理体制の整備・運用状況 

  (ａ） 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、その他内部管理体制の整備の状況 

     当社は、牽制機能として各種社内規程の整備を実施し、これに基づき総務部・経理部の管理本部と、営業

各部門・技術部門の営業本部間及び本部内における相互牽制機能を強化しております。さらに内部監査室

の監査を中心に遵守状況の確認を随時実施し、監査結果を代表取締役に報告しております。なお、社内規

程は現在48件を制定しておりますが、組織の変更、業務管理基幹システムの更新等にあわせ、適宜見直し

を実施しております。 

 (ｂ) 内部管理体制の充実に向けた取組みの 近1年間における実施状況 

   会社の業務遂行に関する重要事項について取締役会で決議する他、幹部会議を月1回開催し、取締役会 

への付議事項の協議をするとともに、取締役会による決定事項の確認をしております。また、内部監査室 

は監査役会との連携により、当社及び当社グループの業務監査を行っております。 

 

⑨ その他、会社の経営上の重要な事項 

   特に該当する事項はありません。 
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（３）経営成績及び財政状態 

 

① 経営成績 

当期の概況 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益に支えられ、設備投資は増加基調が続き、前半は

国内民間需要を中心に、後半は外需中心に堅調に推移し、景気回復期間は戦後2番目の長さを記録しました。こ

うした需給環境の改善が続く中、消費者物価は緩やかな上昇を続け、日銀はゼロ金利政策を解除するなど、全般

にデフレ脱却傾向にありました。 

 このような情勢下、当社グループを取り巻く事業環境は厳しいものがありましたが、引続き積極的な営業活動

を展開するとともに経営全般の効率化に努めました結果、業績は全般に堅調に推移いたしました。 

売上高は３，９７６百万円(前年同期比12.2%増)をあげることとなり、利益面におきましても売上原価、経費

の削減に努めました結果、営業利益１３２百万円(前年同期は４２百万円の営業損失)を計上することとなった他、

経常利益１５１百万円(前年同期比492.1%増)、中間純利益７１百万円(前年同期は２百万円の中間純損失）とな

りました。 

 事業の部門別業績は、産業用機械部門の売上は製剤機３６５百万円(前年同期比14.3%減)、検査装置１７７百

万円(同48.0%減)と低調でありましたが、他の品目は一連ライン１，１６５百万円(同1.5%減)、充填機６４７百

万円(同205.4%増)、包装機３６５百万円(同29.9%増)と前年同期並み、若しくは前年を上回り、好調に推移しま

した。その他部門につきましては、売上高合計が２９７百万円(0.2%増)でありました。 

 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

事 業 部 門 金    額    (千円)  前年同期比（％） 

産業用機械部門 ３，６７８，２８８ １１３．４ 

（一連ライン） （１，１６５，７００） （ ９８．５） 

（製剤機） （３６５，２５７） （ ８５．７） 

（充填機） （６４７，８９５） （３０５．４） 

（検査装置） （１７７，１１２） （ ５１．４） 

（包装機） （３６５，８１１） （１２９．９） 

（部品） （５４１，０８３） （１３２．７） 

（改造・調整・修理） （４１５，４２９） （１０６．６） 

その他 ２９７，７２７ １００．２ 

合計 ３，９７６，０１５ １１２．２ 

  

（注）１．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売 

実績に対する割合は次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 

 

相 手 先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 日本ビーシージー製造 
株式会社 

6,735 0.2 454,216 11.4 

 株式会社ジェイ・オー・
ファーマ 

608,081 17.2 44,781 1.1 

 大鵬薬品工業株式会社 403,777 11.4 33,579 0.8 

    ２．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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② 財政状態 

当期の概況 

 当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間

純利益が１６６百万円(前年同期比534.8%増)であった他、売上債権の減少２５６百万円、仕入債務の増加２１２

百万円、有価証券の償還による収入２００百万円等により増加したものの、たな卸資産の増加２３２百万円、前

渡金の増加１９９百万円、法人税等の支払１１４百万円、投資有価証券の取得２０４百万円等による減少もあり、

当中間連結会計期間末には２，６９６百万円(前年同期比0.5%増)となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、取得した資金は２１０百万円となりました。 

これは、たな卸資産の増加２３２百万円、前渡金の増加１９９百万円、法人税等の支払１１４百万円等により

減少したものの、売上債権の減少２５６百万円、仕入債務の増加２１２百万円、税金等調整前中間純利益 

１６６百万円等により増加したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は９４百万円となりました。 

これは、有価証券の償還による収入２００百万円等があったものの、投資有価証券の取得による支出２０４百

万円、有価証券の取得による支出１３２百万円等の支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は１０３百万円となりました。 

これは、配当金の支払額９９百万円、自己株式の取得による支出２０百万円等によるものです。 

 

なお、当社グループ(当社及び連結子会社)のキャッシュ・フローに関するトレンドは下記のとおりであります。 

 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率 54.5% 54.9% 59.9 59.7% 58.3%

時価ベースの自

己資本比率 

45.6% 40.8% 46.9 41.9% 33.6%

債務償還年数 0.5年 － 0.1年 － 0.3年

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･

ﾚｼｵ 

187.3 151.1 797.0 － 713.5

（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 

       ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※  いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※  キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計 

   上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象としております。 

※  平成 17 年 3 月 31 日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式を、1 株を 1.2 株

に分割いたしましたので、当該株式分割の影響を加味した平成 17 年 3 月期期末の時価ベースの自己

資本比率は、49.0%であります。 

※  平成 18 年 3 月 31 日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式を、1 株を 1.2 株

に分割いたしましたので、当該株式分割の影響を加味した平成 18 年 3 月期期末の時価ベースの自己

資本比率は、50.2%であります。 

※ 平成17年3月期末の債務償還年数は有利子負債が存在しないため、また平成18年3月期末の債務償還年 

  数及びｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･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、それぞれ記載を 

  省略しております。 

 



 8

  

③事業等のリスク 

 （ａ） 医薬品・化粧品業界への依存について 

    当社グループは医薬品・化粧品業界を主要販売先としており、当中間連結会計期間におけるこれらの業界向 

   け売上高はゼネコン及びリース会社経由を含め、全体の93.1%を占めております。 

 医薬品・化粧品業界は、従来安定的な設備投資を行っており、将来も高齢化社会の到来等により、引続き 

高水準な設備投資が期待できますが、当社グループの業績は同業界の設備投資動向の影響を受ける可能性があ

ります。 

 (ｂ)検収のタイミングによる期間損益への影響 

    当社グループの顧客は上場企業をはじめとする大企業が多く、顧客が設備投資計画を実行する必要から決算 

   期が集中する３月に検収時期が偏重する傾向があります。 

    また、当社グループの産業用機械部門では顧客による動作・品質の確認（検収）が終了した時点で売上計上

しておりますが、顧客の事情等、何らかの理由で検収終了が当初予定時期と異なる場合があり、大型案件の場

合、当社グループの期間損益に影響が及ぶ可能性があります。 

 

④通期の見通し 

 今後の見通しといたしましては、堅調な企業収益を背景に緩やかな景気回復基調が予想される反面、不透明な 

米国・中国経済等の動向などにより、予断を許さない状況にあります。 

 当社グループにおきましても、この様な厳しい経済環境下、仕入コストの低減を図るとともに、経営全般の効

率化を推進し、引続き収益力向上に邁進する所存であります。 

 通期の業績につきましては、下記の通り予想しております。 

 

平成19年3月期 連結業績見通し(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

  売上高         9,125百万円 (前期比13.2%増) 

  営業利益          469    (前期は1百万円の損失) 

  経常利益          500    (前期比254.6%増) 

  当期純利益        262    (同469.6%増) 

  1株当たり当期純利益   32円93銭 

 

平成19年3月期 単体業績見通し(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

  売上高         8,800百万円 (前期比13.5%増) 

  営業利益         463    (同392.6%増) 

  経常利益        494    (同147.0%増) 

  当期純利益       293    (同176.4%増) 

  1株当たり当期純利益  36円83銭 

 

注)  上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものです。実際の業績は、様々な 

    要素により、これらの業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。 
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１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

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   2,876,232 2,778,451   2,766,662

２．受取手形及び売掛
金 

※３  2,194,847 2,675,268   2,931,907

３．有価証券   557,998 231,703   247,656

４．たな卸資産   1,440,255 1,384,235   1,151,440

５．前渡金   452,996 542,525   343,035

６．繰延税金資産   90,835 118,876   117,166

７．その他   76,730 35,739   119,510

貸倒引当金   △305 △861   △1,422

流動資産合計   7,689,590 67.1 7,765,940 66.1 76,349  7,675,956 66.2

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1）建物及び構築物  309,473 293,513  298,247 

(2）機械装置及び運
搬具 

 130,590 98,646  115,474 

(3）土地  335,780 335,780  335,780 

(4）その他  15,911 791,756 15,081 743,022 △48,734 13,616 763,118

２．無形固定資産   23,564 21,764 △1,800  22,664

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券  1,978,940 2,099,614  2,039,245 

(2）長期貸付金  58,489 75,835  79,397 

(3）繰延税金資産  174,613 171,377  151,609 

(4) 長期性預金  － 601,200  601,500 

(5）その他 ※２ 749,573 266,467  263,625 

貸倒引当金  △1,746 2,959,871 △1,733 3,212,761 252,889 △1,750 3,133,628

固定資産合計   3,775,192 32.9 3,977,547 33.9 202,355  3,919,410 33.8

資産合計   11,464,783 100.0 11,743,487 100.0 278,704  11,595,367 100.0
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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  2,164,176 2,317,157   2,104,926

２．短期借入金 ※２  31,000 107,000   89,000

３．未払法人税等   16,964 90,243   115,594

４．前受金   1,057,060 996,239   962,620

５．賞与引当金   98,257 98,480   93,177

６．役員賞与引当金   － 5,000   －

７．その他   108,012 120,579   151,033

流動負債合計   3,475,471 30.3 3,734,700 31.8 259,228  3,516,352 30.3

Ⅱ 固定負債     

  １. 繰延税金負債   － 6,304   3,721

２．退職給付引当金   322,305 346,267   342,011

３．役員退職慰労引当
金 

  558,789 569,040   572,525

固定負債合計   881,095 7.7 921,611 7.8 40,515  918,257 7.9

負債合計   4,356,566 38.0 4,656,311 39.6 299,744  4,434,610 38.2

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   243,383 2.1 － －   239,298 2.1

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   669,700 5.8 － －   669,700 5.8

Ⅱ 資本剰余金   695,975 6.1 － －   695,975 6.0

Ⅲ 利益剰余金   5,386,618 47.0 － －   5,435,811 46.9

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  296,197 2.6 － －   353,579 3.0

Ⅴ 自己株式   △183,658 △1.6 － －   △233,607 △2.0

資本合計   6,864,832 59.9 － －   6,921,457 59.7

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  11,464,783 100.0 － －   11,595,367 100.0
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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   － － 669,700 5.7   － －

２ 資本剰余金   － － 695,975 5.9   － －

３ 利益剰余金   － － 5,400,522 46.0   － －

４ 自己株式   － － △253,737 △2.1   － －

株主資本合計   － － 6,512,459 55.5   － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券
評価差額金 

  － － 331,967 2.8   － －

２ 繰延ヘッジ損益   － － △1,694 △0.0   － －

評価・換算差額等
合計 

  － － 330,272 2.8   － －

Ⅲ 少数株主持分   － － 244,443 2.1   － －

純資産合計   － － 7,087,176 60.4   － －

負債純資産合計   － － 11,743,487 100.0   － －

     



 12

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   3,542,246 100.0 3,976,015 100.0 433,769  8,063,681 100.0

Ⅱ 売上原価   2,836,108 80.1 3,119,825 78.5 283,717  6,542,887 81.1

売上総利益   706,138 19.9 856,190 21.5 150,052  1,520,793 18.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  748,682 21.1 723,858 18.2 △24,824  1,522,198 18.9

営業利益又は営業
損失（△） 

  △42,544 △1.2 132,332 3.3 174,877  △1,405 △0.0

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  18,930 17,048  37,617 

２．受取配当金  6,825 9,444  11,076 

３．投資有価証券売却
益 

 6,086 －  21,486 

４. 為替差益  35,566 －  72,991 

５．その他  3,712 71,121 2.0 585 27,078 0.7 44,042 6,446 149,619 1.9

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  281 295  630 

２．コミットメント
フィー 

 2,128 2,126  4,249 

３．自己株式取得費用  371 205  872 

４. 投資有価証券償還 
差損 

 － 1,176  － 

５．有価証券評価損  － 2,162  － 

６．為替差損  － 1,813  － 

７．その他  264 3,045 0.1 477 8,257 0.2 5,211 628 6,382 0.1

経常利益   25,530 0.7 151,153 3.8 125,622  141,831 1.8

Ⅵ 特別利益     

１．役員退職慰労引当
金戻入益 

 － 13,650  － 

２．貸倒引当金戻入益  1,146 1,021  155 

３.固定資産売却益 ※２ － 1,146 0.0 822 15,494 0.4 14,347 － 155 0.0

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産売却損 ※３ 435 －  435 

２．固定資産除却損 ※４ － 435 0.0 80 80 0.0 △355 145 581 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  26,241 0.7 166,567 4.2 140,326  141,405 1.8

法人税、住民税及
び事業税 

 14,401 88,735  127,558 

法人税等調整額  13,431 27,832 0.8 △1,584 87,150 2.2 59,318 △27,343 100,214 1.3

少数株主利益 
又は損失（△） 

  873 0.0 7,769 0.2 6,896  △5,540 △0.1

中間(当期)純利益
又は中間純損失
(△) 

  △2,464 △0.1 71,646 1.8 74,111  46,731 0.6
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③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

 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  695,975  695,975

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

 695,975  695,975

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  5,485,372  5,485,372

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．中間（当期）純利益  － － 46,731 46,731

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．中間（当期) 純損失  2,464 － 

２．配当金  84,759 84,759 

３．役員賞与  11,500 11,500 

４．自己株式処分差損  30 98,753 34 96,293

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

 5,386,618  5,435,811
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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） 

669,700 695,975 5,435,811 △233,607 6,567,878

中間連結会計期間中の変動額  

利益処分による剰余金の配当
（千円） 

△99,930  △99,930

利益処分による役員賞与 
（千円） 

△7,000  △7,000

中間純利益（千円） 71,646  71,646

自己株式の取得（千円） △20,153 △20,153

自己株式の処分（千円） △5 22 17

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） 

－ － △35,288 △20,130 △55,418

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

669,700 695,975 5,400,522 △253,737 6,512,459

      
 

          評価・換算差額等    

 
その他有価証券評
価差額金 

繰延ヘッジ損益 
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） 

353,579 ー 353,579 239,298 7,160,756

中間連結会計期間中の変動額  

利益処分による剰余金の配当
（千円） 

 △99,930

利益処分による役員賞与 
（千円） 

 △7,000

中間純利益（千円）  71,646

自己株式の取得（千円）  △20,153

自己株式の処分（千円）  17

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） 
 

△21,612 △1,694 △23,306 5,145 △18,161

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円） 

△21,612 △1,694 △23,306 5,145 △73,580

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

331,967 △1,694 330,272 244,443 7,087,176
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④【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 

 26,241 166,567 141,405 

減価償却費  34,396 27,869 69,710 

有価証券償還損益  △479 － △1,782 

投資有価証券売却益  △6,086 － △21,486 

有形固定資産売却損
益 

 435 △822 435 

有形固定資産除却損  － 80 145 

貸倒引当金の増減額  △1,107 △578 14 

賞与引当金の増減額  9,722 5,302 4,642 

役員賞与引当金の増
減額 

 － 5,000 － 

退職給付引当金の増
減額 

 △454 4,255 19,251 

役員退職慰労引当金
の増減額 

 12,893 △3,485 26,629 

受取利息及び受取配
当金 

 △25,755 △26,492 △48,694 

支払利息  281 295 630 

売上債権の増減額  1,601,518 256,638 864,457 

前受金の増減額  △13,813 33,618 △108,252 

たな卸資産の増減額  △205,322 △232,794 83,492 

仕入債務の増減額  △718,955 212,230 △778,206 

前渡金の増減額  △89,961 △199,490 19,998 

役員賞与の支払額  △11,500 △7,000 △11,500 

その他  △71,129 56,343 △59,278 

小計  540,923 297,539 201,614 

利息及び配当金の受
取額 

 24,036 27,587 48,375 

利息の支払額  △280 △295 △630 

法人税等の支払額  △340,776 △114,085 △367,764 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 223,901 210,745 △118,405 
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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 

    

定期預金の預入によ
る支出 

 △270,700 △70,700 △389,900 

定期預金の払戻によ
る収入 

 72,500 72,500 89,900 

有価証券の取得によ
る支出 

 △32,678 △132,927 △32,996 

有価証券の売却によ
る収入 

 2,323 － 2,323 

有価証券の償還によ
る収入 

 140,874 200,000 449,849 

有形固定資産の取得
による支出 

 △5,816 △9,057 △11,736 

有形固定資産の売却
による収入 

 150 － 150 

投資有価証券の取得
による支出 

 △77,840 △204,320 △88,622 

投資有価証券の売却
による収入 

 37,845 － 107,250 

投資有価証券の償還
による収入 

 － 50,000 － 

貸付による支出  △27,000 － △51,000 

貸付金の回収による
収入 

 4,465 3,562 7,556 

保険積立金の払込に
よる支出 

 △6,850 △3,497 △39,906 

保険積立金の解約に
よる収入 

 － － 17,595 

連結の範囲の変更 
を伴う子会社株式 
の売却による収入又
は支出 

 180,863 － 180,863 

その他  △8,851 － △8,851 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 9,283 △94,440 232,474 
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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） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入金の増減額  31,000 18,000 89,000 

少数株主の払込によ
る収入 

 5,000 － 5,000 

配当金の支払額  △84,759 △99,930 △84,759 

少数株主への配当金
の支払額 

 △2,450 △950 △2,450 

自己株式の取得によ
る支出 

 △46,935 △20,153 △96,887 

自己株式の処分によ
る収入 

 261 17 261 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △97,882 △103,015 △89,835 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

 135,303 13,289 24,232 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 2,658,529 2,682,762 2,658,529 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 2,793,832 2,696,051 2,682,762 
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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） 

連結子会社の数   ３社 連結子会社の数   ３社 連結子会社の数   ３社 １．連結の範囲に関

する事項 連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

 日伊包装株式会社 

株式会社ウイスト 

ファーマリード・エンジニ

アリング株式会社 

上記のうち、ファーマ

リード・エンジニアリング

株式会社については、当中

間連結会計期間において新

たに設立したため、連結の

範囲に含めております。 

日伊包装株式会社 

株式会社ウイスト 

ファーマリード・エンジニ

アリング株式会社 

 

日伊包装株式会社 

株式会社ウイスト 

ファーマリード・エンジニ

アリング株式会社 

 平成17年４月４日付を

もってファーマリード・エ

ンジニアリング株式会社を

設立いたしました。 

これにともない、同社を連

結範囲に含めております。

２．連結子会社の中

間決算日（決算

日）等に関する

事項 

連結子会社のうちファーマ

リード・エンジニアリング株

式会社の中間決算日は７月31

日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に

当たっては、中間決算日現在

の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、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 連結子会社のうちファーマ

リード・エンジニアリング株

式会社の決算日は１月31日で

あります。 

 連結財務諸表の作成に当

たっては、決算日現在の財務

諸表を使用しております。た

だし、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。 

３．会計処理基準に

関する事項 

   

① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 (1）重要な資産の

評価基準及び

評価方法 

(イ)その他有価証券で時価

のあるもの 

(イ)その他有価証券で時価

のあるもの 

(イ)その他有価証券で時価

のあるもの 

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法によっ

ております。 

（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

算定しております。） 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法によって

おります。 

（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

り算定しております。）

 決算日の市場価格等に

基づく時価法によってお

ります。 

（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

算定しております。） 

 (ロ)その他有価証券で時価

のないもの 

(ロ)その他有価証券で時価

のないもの 

(ロ)その他有価証券で時価

のないもの 

  移動平均法による原価

法によっております。 

同左 同左 

 ② デリバティブ取引 ② デリバティブ取引 ② デリバティブ取引 

  時価法により評価してお

ります。 

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） 

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

 商品：主として個別法に

よる原価法によっ

ております。 

同左 同左 

 仕掛品：主として個別法

による原価法に

よっておりま

す。 

  

 原材料：主として移動平

均法による原価

法によっており

ます。 

  

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 (2）重要な減価償

却資産の減価

償却の方法 

 定率法によっておりま

す。ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）につい

ては定額法によっておりま

す。 

 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 

14年～47年

機械装置及び運搬具 

５年～13年

同左 同左 

 ② 無形固定資産（ソフト

ウェア） 

② 無形固定資産（ソフト

ウェア） 

② 無形固定資産（ソフト

ウェア） 

  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。 

同左 同左 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (3）重要な引当金

の計上基準 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 賞与引当金 ② 賞与引当金 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、

支給見込額に基づき計上し

ております。 

同左 同左 

 ③  ――――― ③ 役員賞与引当金 ③  ――――― 

    役員賞与の支出に備えて

 当連結会計年度における支  

 給見込額の当中間連結会計

期間負担額を計上しており

ます。 

 （会計方針の変更） 

  当中間連結会計期間より

 「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号

 平成17年11月29日）を適用

しております。 

  これにより営業利益、経

常利益及び税金等調整前中

間純利 益は 、それ ぞれ

5,000千円減少しておりま

す。 

 

 ④ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金 ④ 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

づき当中間期末において発

生していると認められる額

を計上しております。な

お、退職給付引当金の対象

従業員が300名未満である

ため、簡便法によっており

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

計上しております。なお、

退職給付引当金の対象従業

員が300名未満であるた

め、簡便法によっておりま

す。 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 ⑤ 役員退職慰労引当金 ⑤ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計上

しております。 

同左  役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上して

おります。 

(4）重要な外貨建

の資産又は負

債の本邦通貨

への換算の基

準 

外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相場

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。 

同左  外貨建金銭債権債務は、連

結決算日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。 
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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、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。 

同左 同左 

 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

 ヘッジ手段：為替予約・

金利スワッ

プ 

同左 同左 

 ヘッジ対象：外貨建売上

債権・仕入

債務・外貨

建予定取引

及び債券 

  

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

  ヘッジ対象に係る為替相

場変動リスク及び金利リス

クを一定範囲内でヘッジし

ております。 

同左 同左 

 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

  ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

同左 同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 (6）その他中間連

結 財 務 諸 表

（連結財務諸

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は、

税抜方式によっておりま

す。 

同左 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 

 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ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 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。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は6,844,426千円でありま

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。 

(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。これによる損益に与える影響は

ありません。 

 

――――――――― 
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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） 

（中間連結損益計算書） 

 「コミットメントフィー」は前中間連結会計期間まで

営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました

が、営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲

記いたしました。なお、前中間連結会計期間における当

該金額は、1,392千円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 投資活動によるキャッシュ・フローの「貸付による支

出」及び「貸付金の回収による収入」は、前中間連結会

計期間は純額で表示しておりましたが、金額的重要性が

増したため、総額で表示しております。なお、前中間連

結会計期間における「貸付による支出」は8,000千円で

あり、「貸付金の回収による収入」は、5,935千円であ

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

累計額は618,163千円であり

ます。 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額は675,500千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額は651,307千円でありま

す。 

※２ 担保に供している資産及

びこれに対応する債務 

※２ 担保に供している資産及び

これに対応する債務 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務 

担保に供している資産 担保に供している資産 担保に供している資産 

投資その他の資産 

その他(長期性預

金) 

200,000千円

計 200,000 
 

投資その他の資産

その他(長期性預

金) 

200,000千円

計 200,000 
 

投資その他の資産 

その他(長期性預

金) 

200,000千円

計 200,000 
 

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務 

短期借入金 31,000千円

計 31,000 
 

短期借入金 107,000千円

計 107,000 
 

短期借入金 75,000千円

計 75,000 
 

※３   ――――― ※３ 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いては、

当中間連結会計期間の末日が

金融機関の休日でありました

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 162,782千円 

支払手形  24,160千円 

※３    ――――― 

 



 25

 

（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うち

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うち

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うち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 
 

サービス費 112,416千円

給与及び賞与 186,195 

賞与引当金繰入額 45,149 

退職給付費用 4,106 

役員退職慰労引当
金繰入額 

13,735 

  

 
サービス費 102,103千円

給与及び賞与 197,286 

賞与引当金繰入額 47,269 

退職給付費用 13,293 

役員退職慰労引当
金繰入額 

12,864 

  

 
貸倒引当金繰入額 169千円

サービス費 245,945 

給与及び賞与 412,530 

賞与引当金繰入額 46,293 

退職給付費用 20,292 

役員退職慰労引当
金繰入額 

27,471 

  
※２      ────── ※２ 固定資産売却益の内容は次の

とおりであります。 

※２      ────── 

 機械装置及び運搬
具 

822千円

 

 

※３ 固定資産売却損の内容は次の

とおりであります。 

※３      ────── ※３ 固定資産売却損の内容は次の

とおりであります。 

機械装置及び運搬
具 

435千円

  

  
機械装置及び運搬
具 

435千円

  
※４    ────── ※４ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

※４ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 
      

機械装置及び運搬
具 

33千円

その他   47  
  

機械装置及び運搬
具 

145千円
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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（千株） 

当中間連結会計期
間増加株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間減少株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間末株式数 

（千株） 

発行済株式     

普通株式 （注）１ 6,933 1,386 - 8,320 

合計 6,933 1,386 - 8,320 

自己株式     

普通株式 （注）２ 271 92 0 363 

合計 271 92 0 363 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加1,386千株は、株式分割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増加92千株は、株式分割による増加54千株、市場買付による増加37千株等 

     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 

      該当事項はありません。 

 

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 99,930 15 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 2,876,232千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△82,400 

現金及び現金同等
物 

2,793,832 

  

現金及び預金勘定 2,778,451千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△82,400 

現金及び現金同等
物 

2,696,051 

  

現金及び預金勘定 2,766,662千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△83,900 

現金及び現金同等
物 

2,682,762 
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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） 

 該当事項はありません。 同左 同左 

 

（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．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 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 476,389 1,000,258 523,869 

(2）債券    

① 国債・地方債 21,572 20,165 △1,407 

② 社債 1,482,069 1,465,562 △16,506 

(3）その他 32,678 32,808 129 

合計 2,012,709 2,518,794 506,084 

 

２．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  

① マネー・マネージメント・ファンド 15,144 

② 非上場株式 3,000 

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 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 438,037 1,022,590 584,552 

(2）債券    

① 国債・地方債 21,566 21,353 △213 

② 社債 1,119,572 1,102,671 △16,901 

(3）その他 32,678 32,163 △515 

合計 1,611,856 2,178,777 566,921 
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２．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  

① マネー・マネージメント・ファンド 26,151 

② キャッシュ・リザーブ・ファンド 123,388 

② 非上場株式 3,000 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 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 433,166 1,085,170 652,003 

(2）債券    

① 国債・地方債 21,569 20,572 △997 

② 社債 1,173,843 1,130,192 △43,650 

(3）その他 32,678 31,758 △920 

合計 1,661,258 2,267,693 606,434 

 

２．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  

① マネー・マネージメント・ファンド 16,208 

② 非上場株式 3,000 

 

（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） 

通貨 為替予約取引 69,791 70,340 548 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

 該当事項はありません。 

 なお、為替取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の 

対象から除いております。 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 なお、為替取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の 

対象から除いております。 
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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）、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）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月

31日） 

 産業用機械事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため、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】 

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。 

 

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） 

 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。 

 

【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） 

 海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高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） 

 海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高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） 

  

 北米 アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）     2,108    193,665      300   196,074 

Ⅱ 連結売上高（千円）    －   －   － 8,063,681 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
  0.0    2.4    0.0    2.4 

  （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

     ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

       (1) 北 米……………米国、カナダ、プエルトリコ 

       (2) アジア……………香港、中国、韓国、台湾、ASEAN諸国 

       (3) 欧 州……………EU諸国 

     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。 
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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 1,021円36銭

１株当たり中間純損失 0円36銭

  

  

１株当たり純資産額 860円03銭

１株当たり中間純利益 8円97銭

  

  

１株当たり純資産額 1,037円89銭

１株当たり当期純利益 5円90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、1株当たり

中間純損失であり、また潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

当社は、平成17年５月20日付で株

式１株につき1.2株の株式分割を

行っております。当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合の１

株当たりの情報については、それぞ

れ以下のとおりとなります。 

 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。 

 当社は、平成18年４月１日付で株

式１株につき1.2株の株式分割を

行っております。当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合の１

株当たりの情報については、それぞ

れ以下のとおりとなります。 

 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。 

当社は、平成17年５月20日付で株

式１株につき1.2株の株式分割を

行っております。当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合の１

株当たりの情報については、それぞ

れ以下のとおりとなります。 

 

前中間連結
会計期間 

前連結会計年
度 

1株当たり 
純資産額 

967円00銭 

1株当たり 
中間純利益 

21円56銭 

1株当たり 
純資産額 

1,018円23銭 

1株当たり 
当期純利益 

65円80銭 
 

 

前中間連結
会計期間 

前連結会計年
度 

1株当たり 
純資産額 

851円13銭 

1株当たり 
中間純損失 

0円30銭 

1株当たり 
純資産額 

864円91銭 

1株当たり 
当期純利益 

4円92銭 
 

 

前連結会計年度 

1株当たり 
純資産額 

1,018円23銭 

1株当たり 
当期純利益 

65円80銭 
 

  

（注） １株当たり中間（当期）純利益又は1株当たり中間純損失の算定上の基礎は、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）純利益又は中間純損失
（△）（千円） △2,464 71,646 46,731 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 7,000 

（うち利益処分による取締役賞与） （－） （－） （7,000）

普通株式に係る中間（当期）純利益 
又は中間純損失（△）（千円） 

△2,464 71,646 39,731 

期中平均株数（千株） 6,764 7,986 6,731 

 



 32

（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） 

―――――――― 

 

 

 

 

―――――――― 

 

 平成18年２月20日開催の取締役会

において、下記のとおり株式の分割

を決議し、株式分割による新株を発

行いたしました。 

 この結果、平成18年４月１日付で

発行株式総数は8,320,320株となって

おります。 

(1)  平成18年４月１日付をもって

普通株式1株を1.2株に分割いた

します。 

 ①  分割により増加する株式数 

    普通株式 1,386,720株 

 ② 分割方法 

    平成18年３月31日 終の株 

    主名簿及び実質株主名簿に 

記載又は記録された株主の

所有株式数を、1株につき

1.2株の割合をもって分割す

る。 

 (2) 配当起算日 

    平成18年４月１日 

  当該株式分割が前期首に行われ  

 たと仮定した場合の前連結会計年 

 度における1株当たり情報及び当期 

 首に行われたと仮定した場合の当 

連結会計年度における1株当たり情 

報は、それぞれ以下の通りとなり 

ます。 

前連結会計年度 当連結会計年度

1株当たり純資

産額 

848円53銭 

1株当たり当期

純利益 

   54円83銭 

1株当たり純資

産額 

864円91銭 

1株当たり当期

純利益 

    4円91銭 
 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 
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