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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        1,696    △7.4        △446   △36.0        △900  △152.8
17年 9月中間期        1,831     0.4        △328    24.8        △356     6.6

18年 3月期        3,625－         △782 －         △897 －

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         △920  △126.9          △3.64 －
17年 9月中間期         △405    △4.8          △2.05 －

18年 3月期       △1,060－          △5.14 －

(注 )1.持分法投資損益 18年 9月中間期 0百万円 17年 9月中間期            0百万円
18年 3月期            0百万円

2.期中平均株式数(連結)18年 9月中間期    252,559,540株 17年 9月中間期    197,448,454株
18年 3月期    205,897,402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       11,355       9,199     81.0          27.52
17年 9月中間期        4,706       3,068     65.2          14.38

18年 3月期        7,001       4,705     67.2          19.13
(注 )期末発行済株式数(連結)18年 9月中間期    334,245,338株 17年 9月中間期    213,390,606株

18年 3月期    245,881,136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         △640         △230        4,917       7,195
17年 9月中間期         △212          935         △11        1,196

18年 3月期         △412          262       2,812       3,147

( 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    4     0     1

( 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    0     0     0     0

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        4,000        △960         △990

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )          △3円49銭

※ 上 記 の 業 績 予 想 に つ き ま し て は 、 発 表 日 に 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づ き 作 成 し た も の で あ り 、 実 際 の 業
績 は 今 後 の 様 々 な 要 因 に よ り 、 予 想 数 値 と 異 な る 場 合 が あ り ま す 。 　 な お 、 上 記 業 績 に 関 す る 事 項
は 、 添 付 資 料 の7頁 を ご 参 照 く だ さ い 。
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 （添付資料） 
 
1. 企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（シルバー精工株式会社）と連結

子会社４社および関連会社１社で構成され、その主な事業は拡大プリンタ、シュレッダ

ー、紙折り機等の情報機器、ミネラル還元水素水生成器、業務用オゾン水生成器、空気

清浄機等の環境機器、編機、生活関連機器等の家庭機器、金属プレス、樹脂成形部品の

製造・販売及び物流業務、金型製作等であります。 
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次の

とおりであります。 
 
区  分 主 要 製 品 主 要 な 会 社 

情報機器 拡大プリンタ 
LCD リペア 

当社 

柏崎シルバー精工株式会社 

（全社総数 2 社）

 
情

報

機

器

事

業 
 

事務機器 シュレッダー、紙折り機 

当社 

柏崎シルバー精工株式会社 

蘇州銀精工有限公司 

（全社総数 3 社）

環

境

機

器

事

業 

環境機器 

ミネラル還元水素水生成器 
オゾンガス発生機器 
オゾン水生成装置 
空気清浄機 
 

当社 

柏崎シルバー精工株式会社 

株式会社サイクロンジャパン 

エスアールエス株式会社 

（全社総数 ４社）

編機 編機、付属品及び関連商品 

当社 

柏崎シルバー精工株式会社 

蘇州銀精工有限公司 

（全社総数 3 社）

家

庭

機

器

事

業 生活関連機器
掃除機、リビング用品 
健康機器 

当社 

柏崎シルバー精工株式会社 

株式会社サイクロンジャパン 

（全社総数 3 社）

部

品

加

工

事

業 

部品加工 プレス・成形部品加工等 
柏崎シルバー精工株式会社 

（全社総数 1社）

サービス業 
 
生命保険、損害保険の代行 
 

マルコシ産業株式会社 

（全社総数 1 社）

そ

の

他

の

事

業 
その他 金型製作、スポーツ機器、物流等

当社 

柏崎シルバー精工株式会社 

（全社総数 ２社）
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以上の企業集団等について図示すると以下のとおりであります。 
 
           

国内取引先  
 海外取引先 

 

 
 
                    
 

    （注）無印は連結子会社であります。 
※ 1：関連会社で持分法適用会社であります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シ

ル

バ

ー

精

工

株

式

会

社

（

製

造

・

販

売

）

  〔国内〕 
   製造会社 
 
 
         
                      
                   
 
                                        

部品 
 
 
 
 
 
   販売会社 
 
  

 
 
 

 〔海外〕   
 
 製造・販売会社 

  
 蘇州銀精工有限公司 
  （事務機器・編機） 

※ 1  
エスアールエス株式会社 
  （環境機器） 

マルコシ産業株式会社 
（サービス業） 

 
株式会社サイクロンジャパン 
 （環境機器、生活関連機器） 

柏崎シルバー精工株式会社 
（ 情 報 機 器 、 事 務 機 器 、 

環境機器、編機、生活関連機器、

部品加工、サービス業、その他） 

部品

半製品

部品

製品

製 品

製品 

半製品
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２． 経営方針 
（１） 経営の基本方針 

 当社グループは、長期の業績不振からの脱却を経営の最重要課題として、「モノづく

りへのこだわり」を大事にしながら、「選択」と「集中」を基本に顧客視点に立った商

品開発と販売体制の強化により収益増と持続的に利益確保ができる事業基盤の整備・構

築と、顧客価値、株主価値ならびに従業員満足を追求して、コンプライアンス重視の経

営を行うことを基本方針としております。 

 

（２） 利益配分に関する方針 

 当社グループは､ 株主への利益還元を重要な経営課題と捉え、業績、経営環境なら

びに中・長期的な財務体質など総合的に勘案して配当を行なうことを基本方針としてお

ります。しかしながら、長期にわたる業績低迷のため株主への利益還元が出来ない状態

が続いております。当社グループは、業績回復を目指して全社を挙げて、その実現に取

組んでおります。 

 

（３） 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 投資単位の引下げは、株式市場の流動性を高め、より多くの投資家層の拡大を促す有

効な方法であると認識しております。しかしながら、現状においては当社の株式の流動

性は確保されていると考えており、また、投資単位の引下げについては諸費用の発生も

あることから、今後とも市場の要請や株価の動向等を勘案して対応する考えであります。 

  

（４）  目標とする経営指標 

 営業損失の発生と営業キャッシュ・フローが赤字となっている当社グループにとり、

営業利益の確保と営業キャッシュ・フローの黒字化が最も重要視される経営指標であり、

その実現に邁進いたします。 

 
（５）  中期的な経営戦略と会社の対処すべき課題 

 当社グループは、企業間の競争がますます激しくなる中で、長期の業績低迷からの脱

却を実現すべく、技術力および販売体制の強化により収益力の強化を中期的な経営戦略

の最優先課題としております。今回は販売力増強と企業体質の強化を目的に、企画力・

販売ネットワークのある企業との「資本・事業提携」を結実し、遊技施設向け商品の開

発・製造・販売を新規事業として立ち上げるべく組織強化を行ってまいります。 

 また、「選択と集中」を基本に事業の効率向上を図り、継続的、安定的に利益の生み

出せる企業体質の実現と財務体質の強化を目指してまいります。 

 

３．経営成績 
当連結会計期間の概況 

 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）におけるわが国経

済は、原油価格の高騰の影響が懸念されましたが、国内企業の収益改善や民間設備投資

の増加に加え雇用状況にも改善がみられるなど、総じて堅調に景気が回復してきました。 

 

 このような事業環境下にあって、当社グループは、収益確保を優先課題として開発及

び営業の強化や生産効率の向上等の重点施策を講じて業績の回復に取組んでまいりま

した。 

 営業面では、「ミネラル還元水素水生成器」、「メタフィス」ブランド商品、「紙折り
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機」「シュレッダー」などの販路の拡大に取組んでおります。  

 開発面では「ミネラル還元水素水生成器」の機能向上とデザインの一新を行い、 

 生産面では、樹脂成形機の設備の更新などを行い自社商品等の部品加工を拡大し、引

続き生産効率の向上に取組んでおります。 

 以上のように、業績の回復に向けた取り組みを行い収益の確保と収支均衡を目指して

まいりました。しかしながら、業績は低迷し回復までには至りませんでした。 

 当中間連結会計期間の売上高は 1,696 百万円（前年同期比 7.4％減）となり、営業

損失は 446 百万円、第三者割当増資に係る費用等を計上した経常損失は 900 百万円とな

りました。これに特別損益を加減した中間純損失は 920 百万円となりました。 

 

「事業の種類別セグメントの業績」は次のとおりであります。 

 

〔情報機器事業〕 

 紙折り機に対する認知度が上がるに伴い徐々に販売増に繋がり、LCD リペアにおいて

も販売が増加しました。小型シュレッダーおよび業務用シュレッダーについては、個人

情報保護法の影響も一巡するとともに事故の報道などの影響もあり伸び悩みました。 

また、海外市場における販売も伸び悩み、情報機器事業の売上高は 415 百万円（前年同

期比 2.0％減）となり、営業利益は 30 百万円となりました。 

〔環境機器事業〕 

 空気清浄機およびミネラル還元水素水生成器はいずれも売上が減少し、環境機器事業

の売上高は 492 百万円（前年同期比 14.5％減）となり営業利益は 80 百万円となりまし

た。 

〔家庭機器事業〕 

 「メタフィス」ブランドによる電子キャンドル、掃除機等の商品は専門店を中心に販

売し、取扱店の増加に伴い販売数量も増加しました。また、編機の海外販売は堅調に推

移しました。OEM 供給の家庭機器および編機の国内販売は減少しましたが、家庭機器事

業の売上高は 413 百万円（前年同期比 19.3％増）となり、営業利益は４百万円となり

ました。   

〔部品加工事業〕 

 樹脂成形設備の更新を行い自社商品の部品加工を行うと同時に外部からの受注活動

も行ってまいりましたが、売上高は 263 百万円（前年同期比 3.0%減）となり、営業利

益は１百万円となりました。 

〔その他事業〕 

 金型製作及び物流などの売上高は減少し、売上高は 110 百万円（前年同期比 47.9%減）

となり、営業損失は 11 百万円となりました。 

 

４．財政状態 
 当中間連結会計期間末の総資産は 11,355 百万円であり、前連結会計年度末（以下「前

年度末」という。）に比べ 4,353 百万円増加しました。 

 

 各資産、負債及び純資産における変動要因は次のとおりであります。 

 

（流動資産） 

 当中間連結会計期間末の残高は 9,465 百万円となり、前年度末に比べ 4,317 百万円増

加しておりますが、その主なものは、当中間連結会計期間において発行した第三者割当

増資及び新株予約権の発行に伴う現金及び預金の増加 4,317 百万円、売上債権・有価証
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券及びたな卸資産等の増加226百万円ならびに預け金等の減少226百万円によるもので

あります。 

 

（固定資産） 

 当中間連結会計期間末の残高は 1,889 百万円となり、前年度末に比べ 38 百万円増加

しておりますが、その主なものは、有形固定資産の取得等によるものであります。 

 

（流動負債） 

 当中間連結会計期間末の残高は 1,060 百万円となり、前年度末に比べ 335 百万円増加

しておりますが、その主なものは、第三者割当増資及び新株予約権発行に伴う諸費用の

未払計上等によるものであります。 

 

（固定負債） 

 当中間連結会計期間末の残高は 1,095 百万円となり、前年度末に比べ 476 百万円減少

しておりますが、その主なものは、新株予約権付社債の減少等によるものであります。 

 

（純資産） 

 当中間連結会計期間末の残高は 9,199 百万円となり、前年度末に比べ 4,494 百万円増

加しておりますが、その主なものは、第三者割当増資及び新株予約権付社債の予約権の

行使による資本金及び資本剰余金の増加 5,016 百万円、欠損てん補による資本剰余金か

ら利益剰余金への振替及び当中間純損失 920 百万円等によるものであります。 

また、新株予約権 393 百万円を発行しました。 

 

 

【当中間連結会計期間のキャッシュ・フロー】 
 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第三

者割当増資及び新株予約権の発行に伴う資金の増加 4,924 百万円がありました。また、

賞与引当金・退職給付引当金の増加及び長期貸付金の回収ならびに株式交付費・社債発

行費等及び減価償却費等 575 百万円の資金の増加がありました。一方、資金の減少では

売上債権・たな卸資産及び定期預金等の増加、有形固定資産・投資有価証券等の取得、

仕入債務の減少ならびに長期借入金の返済等による資金の減少 537 百万円、加えて税金

等調整前中間純損失 915 百万円がありました。以上の結果、前連結会計年度末（以下「前

年度末」という。）に比べ、4,047 百万円増加し、当中間連結会計期間末の資金は 7,195

百万円となりました。 

 

 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） 

 営業活動による資金の減少は 640 百万円（前年度末比 228 百万円増）となりました。

その主なものは、賞与引当金・退職給付引当金等の増加、株式交付費・社債発行費等及

び減価償却費等の増加による資金の増加 542 百万円、売上債権・たな卸資産の増加及び

仕入債務の減少等による資金の減少 267 百万円、ならびに税金等調整前中間純損失 915

百万円等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 



 

 
  

 
 

- 7 -

 投資活動による資金の減少は 230 百万円（前年度末比 492 百万円減）となりました。

その主なものは、長期貸付金の回収、差入保証金及びその他の投資等の減少による資金

の増加 32 百万円、定期預金の増加、有形・無形固定資産の取得及び投資・有価証券の

取得による資金の減少 262 百万円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） 

 財務活動による資金の増加は 4,917 百万円（前年度末比 2,104 百万円増）となりまし

た。その主なものは、第三者割当増資及び新株予約権の発行に伴う資金の増加 4,924 百

万円、長期借入金の返済及び自己株式の取得による資金の減少 7百万円によるものであ

ります。 

  

５． 通期の見通し 
 下半期のわが国経済は、企業の収支の好調さに支えられ、緩やかな景気回復が続く

ものと思われます。このような状況にあって当社グループは「資本・事業提携」の実効

化のための経営体制の強化と組織変更を行い、新規事業の創出により収益構造を改革し

て業績回復に取組んでまいりますが、今年度通期の業績見通しにつきましては、赤字の

解消までには至らず、平成 19 年 3 月期の連結および単独の業績見通しは以下のとおり

です。 

 

 連結（百万円） 単独 (百万円) 

売 上 高 4,000 2,800  

営 業 利 益 ▲530 ▲410  

経 常 利 益 ▲960 ▲760  

当 期 純 利 益 ▲990 ▲980  

 
※上記の業績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いて作成したもので

あり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 



６．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 1,356,487 7,372,645 3,055,292

２　受取手形及び売
掛金

 ※２,
 3,4

729,279 732,442 678,131

３　有価証券  － 144,062 107,013

４　たな卸資産  1,201,159 1,146,656 1,051,775

５　一年内に回収予
定の長期貸付
金 

 － 12,000 18,000

６　預け金 － － 220,038

７　その他 49,442 72,195 40,260

　　貸倒引当金 △6,091 △14,700 △23,127

流動資産合計 3,330,277 70.8 9,465,302 83.4 5,147,385 73.6

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1) 建物及び構築
物

 ※1,2 365,579 381,550 351,221

(2）機械装置及び
運搬具

 ※１ 162,366 246,990 259,507

(3）土地  ※２ 321,600 361,600 321,600

(4) その他  ※１ 193,339 1,042,885 224,893 1,215,034 223,831 1,156,160

２　無形固定資産

(1) 連結調整勘定 37,192 － 35,322

(2) のれん － 26,492 －

(3) その他 50,855 88,047 50,268 76,760 49,574 84,896

３　投資その他の資
産

(1）投資有価証券  20 315,732 301,622

(2）長期貸付金 21,000 － －

(3）差入保証金  120,016 144,551 157,732

(4）その他  185,911 170,423 183,873

　　貸倒引当金 △81,785 245,162 △32,698 598,008 △33,268 609,960

固定資産合計 1,376,094 29.2 1,889,803 16.6 1,851,017 26.4

Ⅲ　繰延資産

社債発行費 － － 2,795

繰延資産合計 － － － － 2,795 0.0

資産合計 4,706,372 100.0 11,355,106 100.0 7,001,198 100.0

－ 8 －



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

１　支払手形及び買
掛金

 458,687 440,910 456,725

２　短期借入金  ※２ 155,902 － －

３　一年内に返済予
定の長期借入金

 ※２ 14,636 13,312 13,847

４　未払法人税等 17,799 23,772 28,142

５　賞与引当金 28,839 31,258 28,944

６　その他 112,646 551,159 196,878

流動負債合計 788,511 16.8 1,060,413 9.3 724,538 10.4

Ⅱ　固定負債

１　新株予約権付社
債

 － 240,000 720,000

２　長期借入金  ※２ 16,201 3,000 9,440

３　再評価に係る繰
延税金負債

 16,441 16,441 16,441

４　退職給付引当金 800,381 821,240 811,144

５　その他 16,195 14,488 14,426

固定負債合計 849,219 18.0 1,095,169 9.7 1,571,452 22.4

負債合計 1,637,731 34.8 2,155,583 19.0 2,295,991 32.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 12,137,044 257.9 － － 13,292,581 189.9

Ⅱ　資本剰余金 551,316 11.7 － － 1,675,779 23.9

Ⅲ　利益剰余金 △9,550,866 △202.9 － － △10,205,495 △145.7

Ⅳ　土地再評価差額金 23,964 0.5 － － 23,964 0.3

Ⅴ　為替換算調整勘定 △38,416 △0.8 － － △25,915 △0.4

Ⅵ　自己株式 △54,401 △1.2 － － △55,708 △0.8

資本合計 3,068,641 65.2 － － 4,705,206 67.2

負債及び資本合計 4,706,372 100.0 － － 7,001,198 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 － － 15,801,181 139.2 － －

　２　資本剰余金 － － 2,534,379 22.3 － －

　３　利益剰余金 － － △9,475,515 △83.5 － －

　４　自己株式 － － △56,028 △0.5 － －

株主資本合計 － － 8,804,016 77.5 － －

－ 9 －



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
（％）

Ⅱ　評価・換算差額等

１ 土地再評価差額
金

－ － 23,964 0.2 － －

２ 為替換算調整勘
定

－ － △21,458 △0.2 － －

評価・換算差額等
合計

－ － 2,506 0.0 － －

Ⅲ　新株予約権 － － 393,000 3.5 － －

純資産合計 － － 9,199,523 81.0 － －

負債純資産合計 － － 11,355,106 100.0 － －

－ 10 －



(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 1,831,609 100.0 1,696,483 100.0 3,625,938 100.0

Ⅱ　売上原価 1,286,615 70.2 1,225,887 72.3 2,663,265 73.5

売上総利益 544,994 29.8 470,595 27.7 962,673 26.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

 ※１ 873,724 47.7 916,659 54.0 1,744,758 48.1

営業損失 328,730 △17.9 446,063 △26.3 782,084 △21.6

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 3,480 6,553 7,816

２　有価証券売却益 － 9,692 7,922

３　原子力立地給付金 － － 10,675

４　為替差益 － 542 －

５　その他 8,080 11,561 0.6 8,704 25,494 1.5 8,195 34,610 1.0

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 2,819 167 2,973

２　社債発行費償却 28,163 2,795 37,014

３　株式交付費 － 170,453 －

４　社債発行費等 － 243,286 －

５　連結調整勘定償却
額

1,869 － 3,739

６　のれん償却額 － 8,830 －

７　有価証券評価損 － 20,962 684

８　有価証券償還損 － － 88,919

９　手形売却損 3,880 1,925 7,017

10　為替差損 2,575 － 5,983

11　その他 108 39,416 2.2 31,929 480,348 28.3 3,580 149,911 4.1

経常損失 356,585 △19.5 900,917 △53.1 897,386 △24.7

Ⅵ　特別利益

  １　固定資産売却益 － 207 798

２　貸倒引当金戻入額  － － － 8,996 9,204 0.5 5,211 6,010 0.2

Ⅶ　特別損失

１　固定資産廃棄損 190 6,356 8,928

２　たな卸資産廃棄損 － 1,758 72,229

３　たな卸資産評価損 9,883 － 40,364

４　割増退職金 － － 3,659

５　移転費用 － 15,470 －

６　減損損失 ※２ 26,525 36,599 2.0 － 23,585 1.4 26,525 151,707 4.2

税金等調整前中間
（当期）純損失

393,185 △21.5 915,299 △54.0 1,043,083 △28.7

法人税、住民税及
び事業税

4,813 4,721 9,545

法人税等調整額 7,389 12,203 0.6 － 4,721 0.2 7,389 16,934 0.5

中間（当期）純損
失

405,388 △22.1 920,020 △54.2 1,060,017 △29.2

－ 11 －



(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31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  235,474 235,474

Ⅱ　資本剰余金増加高  

新株予約権の行使に
よる新株の発行

 515,841 515,841 1,640,304 1,640,304

Ⅲ　資本剰余金減少高  

利益剰余金への振替
額

 200,000 200,000 200,000 200,000

Ⅳ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

 551,316 1,675,779

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高  △9,333,987 △9,333,987

Ⅱ　利益剰余金増加高  

資本準備金取崩額  200,000 200,000 200,000 200,000

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１．土地再評価差額金取崩
額

 11,490 11,490

２．中間（当期）純損失  405,388 416,879 1,060,017 1,071,508

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  △9,550,866  △10,205,495

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 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

 株主資本合

計

土地再評

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）
13,292,581 1,675,779 △10,205,495 △55,708 4,707,156 23,964 △25,915 △1,950 － 4,705,206

中間連結会計期間中の

変動額

新株の発行 2,268,600 2,268,600   4,537,200     4,537,200

新株予約権の行使に

よる新株の発行
239,999 240,000   480,000     480,000

資本剰余金から利益

剰余金への振替
 △1,650,000 1,650,000  0     0

中間純利益   △920,020  △920,020     △920,020

自己株式の取得    △319 △319     △319

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）

      4,456 4,456 393,000 397,456

中間連結会計期間中の

変動額合計（千円）
2,508,599 858,600 729,979 △319 4,096,860 － 4,456 4,456 393,000 4,494,316

平成18年９月30日　　

残高（千円） 15,801,181 2,534,379 △9,475,515 △56,028 8,804,016 23,964 △21,458 2,506 393,000 9,199,523

－ 12 －



(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）純損失

△393,185 △915,299 △1,043,083

減価償却費 58,424 85,512 121,518

減損損失 26,525 － 26,525

投資・有価証券売却
益 

－ △9,692 △7,922

投資・有価証券評
価・償還損 

－ 20,962 89,604

たな卸資産評価損及
び廃棄損

9,883 1,758 112,593

連結調整勘定償却額 1,869 － 3,739

のれん償却額 － 8,830 －

退職給付引当金の増
加額

30,005 10,095 40,769

賞与引当金の増加額 574 2,314 679

貸倒引当金の増減額 93 △8,996 △31,388

受取利息及び受取配
当金

△3,480 △6,553 △7,816

支払利息 2,819 167 2,973

社債発行費償却 28,163 2,795 37,014

株式交付費 － 170,453 －

社債発行費等 － 243,286 －

有形固定資産処分損
及び売却益

190 6,148 8,130

売上債権の増減額 80,765 △54,515 132,361

たな卸資産の増加額 △65,879 △96,639 △19,205

その他流動資産の増
減額

△13,438 △29,572 2,812

仕入債務の増減額 66,706 △15,815 64,744

その他流動負債の増
減額

△33,116 △52,834 58,039

小計 △203,078 △637,595 △407,912

利息及び配当金の受
取額

3,480 6,553 7,816

利息の支払額 △2,819 △167 △2,973

法人税等の支払額 △9,859 △9,675 △9,607

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△212,276 △640,884 △412,676

－ 13 －



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

△33,018 △50,201 △322

有形固定資産の取得
による支出

△28,817 △144,781 △208,614

無形固定資産の取得
による支出

△1,600 △5,340 △4,270

投資・有価証券の売
却による収入

10 － －

投資・有価証券の取
得による支出

－ △62,428 △490,267

長期貸付金の回収に
よる収入

3,005 6,000 6,005

差入保証金の減少額 1,000,658 13,181 962,942

その他投資の増減額 △5,087 13,449 △3,069

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

935,149 △230,120 262,403

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

112 － △155,789

長期借入金の返済に
よる支出

△10,550 △6,975 △18,100

新株予約権付社債の
発行による収入

－ － 2,988,353

株式の発行による収
入 

－ 4,532,926 －

新株予約権の発行に
よる収入 

－ 391,500 －

自己株式の取得によ
る支出

△658 △319 △1,965

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△11,095 4,917,131 2,812,498

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

12,265 987 13,357

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額

724,042 4,047,113 2,675,582

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

472,316 3,147,898 472,316

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 1,196,358 7,195,012 3,147,898

－ 14 －



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、営業損失の発生および営

業キャッシュ・フローのマイナスが継続して

おり、「継続企業の前提に関する開示につい

て」（日本公認会計士協会監査委員会報告第

74号）に例示されている継続企業の前提に重

要な疑義を抱かせる事象または状況に該当し

ます。

　当社グループは、営業損益の黒字化実現の

ために、売上増が最重要課題であるとの認識

から、当中間連結会計期間において、引き続

き商品開発と営業体制の強化による売上増を

実現するために、「アフタープリント機器」

「シュレッダー」「ミネラル還元水素水生成

器」「空気清浄機」の品揃えをして、営業利

益50百万円計上する計画をしました。

　その計画実現のため、本年４月より施行さ

れた「個人情報保護法」を追い風に、個人お

よび事務所向け「小型シュレッダー」を新規

投入し、売上の拡大を図りました。また「ミ

ネラル還元水素水生成器」の販路の拡大およ

び海外市場への「紙折機」の販売展開等を実

施してきました。

　しかしながら、海外市場における事務用機

器の販売の低迷や、国内市場における掃除機

と空気清浄機の伸び悩みなどがあり、当中間

連結会計期間の売上高は、1,831百万円となり

ました。また、営業損益においては、平成17

年１月に実施した生産子会社の人員削減が、

製造原価の低減効果に繋がりましたが、開発

費等が増加したことによる販売管理費の増加

があり、当中間連結会計期間の営業損失は、

328百万円となり当初予定を下回る結果となり

ました。

　これらの原因を踏まえて、当連結会計年度

の下半期には、新しく立ちあげた[ＭＥＴＡＰ

ＨＹＳ(メタフィス)」ブランドによるデザイ

ン商品の投入、「ミネラル還元水素水生成器」

の更なる販路拡大および「郵便局、金融機関

向け記帳台取付型シュレッダー」の新機種投

入並びに「小型シュレッダー」の追加投入等

を実施して売上増を実現し、収益改善に最大

限努力します。

　以上の施策を講じて当連結会計年度の下半

期は、収支均衡を目指します。

　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、上記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。

　　　　　　　　───── 　当社グループは、営業損失の発生および営

業キャッシュ・フローのマイナスが継続して

おり、「継続企業の前提に関する開示につい

て」（日本公認会計士協会監査委員会報告第

74号）に例示されている継続企業の前提に重

要な疑義を抱かせる事象又は状況に該当しま

す。

　当社グループは、営業損益の黒字化実現の

ためには、収益の確保が重要であるとの認識

から、引き続き商品開発力と営業体制の強化

に取り組んでまいりました。また、グループ

全体の経営資源の効率化に努力してまいりま

した。

　当連結会計年度において「個人情報保護法」

の施行を契機に、家庭向けおよび小規模事業

所をターゲットとした小型シュレッダー、小

型紙折り機の投入など、国内および海外の販

売拡大に努力するとともに、「メタフィス」

ブランドによるデザインを重視した商品を投

入して、新たなチャネルの開拓により営業利

益50百万円の確保を予定し、その実現に取り

組んでまいりました。

　その結果、売上高においては、紙折り機、

シュレッダーなどの情報機器、編機および新

たに投入した「メタフィス」ブランドによる

商品が売上増に寄与したものの、ミネラル還

元水素水生成器の販売がやや停滞し、全体と

して売上高は3,625百万円となり、当初予定を

下回りました。

　また、売上原価率は改善されたものの、「メ

タフィス」ブランドの販売費などの増加があ

り、営業損失は782百万円となり、当初予定を

大幅に下回る結果となりました。 

　以上の結果を踏まえて、新年度は引き続き

商品の開発力および営業体制の強化ならびに

生産効率の向上に一層努力致します。

　また、「ミネラル還元水素水生成器」のデ

ザインを一新した新機種の投入、「メタフィ

ス」ブランド商品の品揃え、小型シュレッダー

の追加投入などで販路の拡大を図り、売上高

増と売上原価率の低減により、新年度におい

て、営業利益20百万円を目指します。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、上記のような重要な疑義の影響

を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 連結子会社は次の４社であります。

（国内）柏崎シルバー精工株式会社

マルコシ産業株式会社

　　　　株式会社サイクロンジャパ

ン

（海外）蘇州銀精工有限公司

連結子会社は次の４社であります。

（国内）柏崎シルバー精工株式会社

マルコシ産業株式会社

　　　　株式会社サイクロンジャパ

ン

（海外）蘇州銀精工有限公司

連結子会社は次の４社であります。

（国内）柏崎シルバー精工株式会社

マルコシ産業株式会社

　　　　株式会社サイクロンジャパ

ン

（海外）蘇州銀精工有限公司

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の関連会社は次の１

社であります。

エスアールエス株式会社

(1）持分法適用の関連会社は次の１

社であります。

エスアールエス株式会社

(1）持分法適用の関連会社は次の１

社であります。

エスアールエス株式会社

(2）持分法を適用していない関連会

社はありません。

(2）　　同左 (2）　　同左

(3）すべての持分法適用会社の中間

決算日は、中間連結決算日と一

致しています。

(3）　　同左 (3）すべての持分法適用会社の事業

年度の末日は、連結決算日と一

致しています。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社のうち、海外子会社１

社の中間決算日は６月30日でありま

す。

　これについては、連結子会社の中

間会計期間に係る財務諸表を使用し

ています。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なってい

ます。

　　　　　　同左 　連結子会社のうち、海外子会社１

社の決算日は12月31日であります。

　これについては、連結子会社の決

算日現在の財務諸表を使用していま

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

必要な調整を行なっています。

４．会計処理基準に関する事項 (イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

売買目的有価証券

　　　─────

　　　売買目的有価証券

時価法（売却原価は総平均

法により算定）を採用して

います。

　　　売買目的有価証券

　　　　　 同左

満期保有目的の債券

　　　─────

　　　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採

用しています。

　　　満期保有目的の債券

　　　　　 同左

その他の有価証券

　　　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（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は主として

総平均法により算定）を採

用しております。

　　　その他の有価証券

　　　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（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は主として

総平均法により算定）を採

用しております。

　　　その他の有価証券

　　　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は主として総平均

法により算定）を採用して

おります。

 　　　時価のないもの

　　　 総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

－ 16 －



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　たな卸資産

当社及び連結子会社３社は製

品・商品及び仕掛品は総平均

法による原価法

材料は移動平均法による原価

法

貯蔵品は最終仕入原価法

海外連結子会社は、製品・商

品及び材料は加重平均法によ

る原価法を採用しています。

②　たな卸資産

　　　　同左

 

 

 

②　たな卸資産

　　　　同左

 

 

 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は

定率法（ただし、当社及び国

内連結子会社は平成10年４月

１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）は定額法に

よっています。）

海外連結子会社は定額法を採

用しています。

　なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

建物及び構築物　７～50年

機械装置及び運搬具4～15年

(ロ）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

(ロ）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　無形固定資産

当社及び連結子会社は定額法

　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

基づいています。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

(ハ）重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

　商法施行規則の規定に基づ

き、３年内に均等額以上の償

却をすることにしています。

　　　─────

 

 

　　　─────
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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

(ニ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売掛金、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、当社及び連

結子会社は一般債権について

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い

ます。

　なお、債権、債務の相殺消

去に伴い貸倒引当金の修正を

行っています。

(ニ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(ニ）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

　当社及び国内連結子会社は

従業員の賞与に充てるため、

支給見込額のうち、当中間連

結会計期間負担額を算定して

計上しています。海外連結子

会社での計上はありません。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は

従業員の賞与に充てるため、

支給見込額のうち、当連結会

計年度に負担すべき額を算定

して計上しています。海外連

結子会社での計上はありませ

ん。

③　退職給付引当金

　当社及び国内連結子会社に

おいて、従業員の退職給付に

備えるため、当中間連結会計

期間末における要支給額（自

己都合）の全額を計上してい

ます。海外連結子会社での計

上はありません。

③　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

　当社及び国内連結子会社に

おいて、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度

末における要支給額（自己都

合）の全額を計上しています。

海外連結子会社での計上はあ

りません。

(ホ）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

益として処理しています。なお、

在外子会社等の資産及び負債・

収益及び費用は、中間連結決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は資本の部に

おける為替換算調整勘定に含め

て計上しています。

(ホ）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

益として処理しています。なお、

在外子会社等の資産及び負債・

収益及び費用は、中間連結決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定に含

めて計上しています。

(ホ）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、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

して処理しています。なお、在

外子会社等の資産及び負債・収

益及び費用は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は資本の部における為

替換算調整勘定に含めて計上し

ています。
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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

(ヘ）重要なリース取引の処理方法

　当社及び連結子会社は、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い

ます。

(ヘ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ヘ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

(ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

(ト）その他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

　消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式を採用し

ています。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、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ケ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっています。

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）

を適用しています。

これにより税金等調整前中間純損失は26,525

千円増加しています。 

　なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。 

　             ─────    （固定資産の減損に係る会計基準）

  当連結会計年度より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適

用しています。

これにより税金等調整前当期純損失は26,525

千円増加しています。 

　セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額か

ら直接控除しております。 

　             ─────

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は8,806,523千円であります。

　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。

 　             ─────

 

表示方法の変更

　前中間連結会計期間
　　自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日

　当中間連結会計期間
　　自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日

──────

 

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

掲記していたものは、当中間連結会計期間から「のれん」

と表示しております。

 

──────

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記していたものは、当中間連結会計期間から「の

れん償却額」と表示しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
平成17年９月30日

当中間連結会計期間末
平成18年９月30日

前連結会計年度
平成18年３月31日

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

3,945,960千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

3,981,008千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

3,932,459千円であります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

現金及び預金 103,938千円

建物及び構築物 287,568

土地 320,386 

計 711,893 

現金及び預金 12,513千円

建物及び構築物 124,955

土地 93,082 

計 230,550 

現金及び預金 12,513千円

建物及び構築物 129,205

土地 93,082 

計 234,800 

上記については、根抵当権極度額９億

円を設定し、下記債務の担保に供して

います。

上記については、根抵当権極度額９億

円を設定し、下記債務の担保に供して

います。

上記については、根抵当権極度額９億

円を設定し、下記債務の担保に供して

います。

短期借入金 155,902千円

長期借入金 29,137

（うち一年内に返

済予定の長期借

入金） (14,636)

割引手形 149,597

計 334,637

長期借入金 15,000千円

（うち一年内に返

済予定の長期借

入金） (12,000)

割引手形 76,261

計 91,261

長期借入金 21,000千円

（うち一年内に返

済予定の長期借

入金） (12,000)

割引手形 131,701

計 152,701

　３　受取手形割引高及び裏書譲渡高は、

155,330千円であります。

　３　受取手形割引高及び裏書譲渡高は、

78,831千円であります。

　３　受取手形割引高及び裏書譲渡高は、

 136,998千円であります。

※４　　　　─────

 

※４　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、手形交換日をもっ

て決済処理をしております。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、次の中間連結会計

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。

※４　　　　─────

 

受取手形 7,151千円

   

－ 21 －



（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　販売費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料及び賞与 154,417千円

賞与引当金繰入額 10,939

退職給付費用 10,957

給料及び賞与 113,527千円

賞与引当金繰入額 9,905

退職給付費用 11,620

給料及び賞与 354,978千円

賞与引当金繰入額 10,588

退職給付費用 23,766

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。

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。

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。

給料及び賞与 113,511千円

賞与引当金繰入額 5,014

退職給付費用 5,213

研究開発費 87,233

給料及び賞与 161,947千円

賞与引当金繰入額 5,031

退職給付費用 5,046

研究開発費 62,368

給料及び賞与 199,706千円

賞与引当金繰入額 3,941

退職給付費用 8,074

研究開発費 163,122

※２　減損損失 ※２　　　　　───── ※２　減損損失　　

（１）当中間連結会計期間において、当社グ

ループは新潟市西中所在の土地、建物等につ

いて、減損損失を計上しました。

 　（１）当連結会計年度において、当社グルー

プは新潟市西中所在の土地、建物等に

ついて、減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

新潟市
西中

遊休資
産

土地、
建物及
び構築
物

26,525

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

新潟市
西中

遊休資
産

土地、
建物及
び構築
物

26,525

（２）資産のグルーピングの方法

　当社グループでは、継続的に損益の把握を

実施している管理会計上の単位である事業グ

ループ別に、グルーピングを行っています。

ただし、将来の使用が見込まれていない遊休

資産などは、個別の資産グループとして取り

扱っています。

 （２）資産のグルーピングの方法

　当社グループでは、継続的に損益の把握を

実施している管理会計上の単位である事業グ

ループ別に、グルーピングを行っています。

ただし、将来の使用が見込まれていない遊休

資産などは、個別の資産グループとして取り

扱っています。 

（３）減損損失の認識に至った経緯

　新潟市西中の資産は、従来、生産工場とし

て賃貸していました。その後倉庫として一部

使用していますが、利用価値が低下し遊休状

態となったため減損損失を認識いたしました。

 （３）減損損失の認識に至った経緯

　新潟市西中の資産は、従来、生産工場とし

て賃貸していました。その後倉庫として一部

使用していますが、利用価値が低下し遊休状

態となったため減損損失を認識いたしまし

た。 

（４）回収可能価額の算定

　回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、土地については不動産鑑定士の鑑定

評価額、建物及び構築物については、備忘価

額まで減額し、当該減少額26,525千円（土地

15,325千円、建物及び構築物11,200千円）を

減損損失として特別損失に計上しています。

  （４）回収可能価額の算定

　回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、土地については不動産鑑定士の鑑定

評価額、建物及び構築物については、備忘価

額まで減額し、当該減少額26,525千円（土地

15,325千円、建物及び構築物11,200千円）を

減損損失として特別損失に計上しています。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会期間増
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）１ 246,132 88,369 － 334,501

合計 246,132 88,369 － 334,501

自己株式

普通株式　（注）２ 251 5 － 256

合計 251 5 － 256

（注）１.普通株式の発行済株式数の増加88,369千株は、第三者割当による新株の発行による増加79,600千株及び新株

予約権付社債の予約権の行使による増加8,769千株であります。

　　　２.普通株式の自己株式の株式数の増加５千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　２.新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
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）
第１回新株予約権　（注） 普通株式 － 131,000 － 131,000 393,000

合計 － － 131,000 － 131,000 393,000

　（注）第１回新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
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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 1,356,487千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△160,128

現金及び現金同等物 1,196,358

現金及び預金勘定 7,372,645千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△177,633

現金及び現金同等物 7,195,012

現金及び預金勘定 3,055,292千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△127,432

預け金勘定 220,038

現金及び現金同等物 3,147,898

①リース取引

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（借主側）

(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（借主側）

(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（借主側）

(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)

有形固定資産
のその他

10,332 4,630 5,701

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)

有形固定資産
のその他

13,103 5,969 7,133

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)

有形固定資産
のその他

13,443 7,741 5,701

　（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

定しています。

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い

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年内 1,874千円

１年超 3,827千円

合計 5,701千円

１年内 3,043千円

１年超 4,090千円

合計 7,133千円

１年内 1,874千円

１年超 3,827千円

合計 5,701千円

　（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います。

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

り算定しています。

(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 941千円

減価償却費相当額 941千円

支払リース料 1,682千円

減価償却費相当額 1,682千円

支払リース料 2,409千円

減価償却費相当額 2,409千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっています。

(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

－ 24 －



②有価証券

　　　　前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

　　　　　重要性に乏しいので記載を省略しております。

 

　　　　当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

            　　該当なし。

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表　　

計上額（千円）
差額（千円）

(1）株式 165,024 144,062 △20,962

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 165,024 144,062 △20,962

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券

非上場社債 301,031

(2）その他有価証券

非上場株式 14,701

　　　　前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

            　　該当なし。

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 107,698 107,013 △684

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 107,698 107,013 △684

　　　　　３.時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額　（千円）

（1）満期保有目的の債券

 　　　非上場社債 301,602

（2）その他有価証券

 　　　非上場株式 20
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③デリバティブ取引

　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）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

④セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

情報機器
事業
（千円）

環境機器
事業
（千円）

家庭機器
事業
（千円）

部品加工
事業
（千円）

その他の
事業
（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
423,964 576,091 346,742 271,951 212,859 1,831,609 － 1,831,609

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － 101,168 115,639 216,808 (216,808) －

計 423,964 576,091 346,742 373,119 328,498 2,048,417 (216,808) 1,831,609

営業費用 377,596 511,609 349,422 355,226 333,620 1,927,476 232,863 2,160,340

営業損益 46,367 64,481 △2,680 17,893 △5,121 120,941 (449,672) △328,730

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）

情報機器
事業
（千円）

環境機器
事業
（千円）

家庭機器
事業
（千円）

部品加工
事業
（千円）

その他の
事業
（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
415,286 492,564 413,772 263,910 110,950 1,696,483 － 1,696,483

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － 54,468 71,331 125,800 (125,800) －

計 415,286 492,564 413,772 318,378 182,282 1,822,284 (125,800) 1,696,483

営業費用 384,481 412,530 409,467 316,905 193,946 1,717,331 425,215 2,142,547

営業損益 30,804 80,033 4,305 1,473 △11,663 104,953 (551,016) △446,063
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前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

情報機器
事業
（千円）

環境機器
事業
（千円）

家庭機器
事業
（千円）

部品加工
事業
（千円）

その他の
事業
（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
879,353 980,979 841,006 504,916 419,682 3,625,938 － 3,625,938

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

89 － 94 14,072 243,594 257,851 (257,851) －

計 879,443 980,979 841,100 518,988 663,277 3,883,790 (257,851) 3,625,938

営業費用 840,234 904,145 825,273 525,301 670,199 3,765,155 642,867 4,408,023

営業損益 39,208 76,834 15,827 △6,312 △6,922 118,634 (900,719) △782,084

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

情報機器事業 拡大プリンタ、ＬＣＤリペア、シュレッダー、紙折り機等の製造・販売

環境機器事業
ミネラル還元水素水生成器、オゾンガス発生機器、オゾン水生成装置、

空気清浄機等の製造・販売

家庭機器事業 編機、掃除機、リビング用品、健康機器等の製造・販売

部品加工事業 金属プレス、樹脂成形部品加工等

その他の事業 生命保険・損害保険の代行、金型製作、スポーツ機器、物流等

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

当中間連結
会計期間

前連結会計
年度

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

（千円）

232,863 425,215 642,867

基礎的試験研究費、広告宣伝費及び

当社グループの総務、経理部門等の

管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（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）

　

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

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

　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。
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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 14.38円

１株当たり中間純損失

金額
2.05円

１株当たり純資産額 27.52円

１株当たり中間純損失

金額
3.64円

１株当たり純資産額 19.13円

１株当たり当期純損失

金額
5.14円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、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

期純利益金額については、１株当たり

当期純損失が計上されているため記載

しておりません。

   

　（注）　１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

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）純損失金額

　中間（当期）純損失（千円） 405,388 920,020 1,060,017

　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）純損失　

　　　　（千円）
405,388 920,020 1,060,017

　期中平均株式数（千株） 197,448 252,559 205,897

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

 　　───── 　　　───── 　　　─────
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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）

当中間連結会計期間終了後、提出会社は平成17年11月８日開催の当社取締役会において、2007年11月満期ユーロ円建

転換社債型新株予約権付社債の発行につき、次のとおり決議致しました。 

(１）社債の名称

　　 シルバー精工株式会社2007年11月満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

(２）発行価額

     本社債の額面金額の100％（各本社債額面金額120百万円および60百万円の２種）

     但し、本新株予約権の発行価額は無償とする。

(３）発行総額

     3,000百万円

(４）社債の利率

     本社債には利息は付さない。

(５）償還期限

     2007年11月26日（日本時間）

(６）発行価格

　　 1.当初発行価格（以下転換価格という。）　115円

　　 2.転換価格の修正は株式会社東京証券取引所の、毎週金曜日（決定日）の翌取引日以降、転換価格は、決定日

　　　までの５連続取引日の当社普通株式の終値の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、

　　　その小数第２位を切り上げる。）がその時点で有効な転換価格を下回る場合には決定日価額に修正され、決定

　　　日までの10連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値がその時点で有効な転

　　　換価格の120％に相当する金額を上回る場合にも決定日価額に修正され、それ以外の場合には修正されない。

　　　ただし、上限転換価格156円および下限転換価格は52円とする。

(７）新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

　　本新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れる額とは、当該発行価額に0.5を乗じた額と

　　し、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切上げた額とする。

(８）新株予約権の行使請求期間

     2005年11月28日から2007年11月22日まで。

(９）発行方法

     第三者割当の方法（海外における私募）により、LIVEDOOR FINANCE S.A.に割り当てる。

(10）発行年月日

     2005年11月25日（ロンドン時間）

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）

提出会社は平成18年９月29日開催の当社取締役会において第三者割当増資による新株発行に関し、次のとおり決議致

しました。 

（１）募集の方法

　　　第三者割当

（２）株式の種類

　　　シルバー精工株式会社普通株式

（３）発行株式数

　　　10,900,000株

（４）発行総額

　　　621,300,000円

（５）発行価格

　　　57円

（６）資本組入額

　　　310,650,000円

（７）払込期日

　　　平成18年10月19日
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（８）資金の使途

　　　既存事業の基盤強化並びに新規事業創出ための開発投資、設備投資及び販売拠点整備や広告・宣伝などの販売

　　　投資に充当します。

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）

　　　　該当事項はありません。

－ 30 －



７．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績 （単位：千円）

事業の種類別
セグメントの名称

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

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

情報機器事業 302,760 20.6 327,565 23.8 608,280 21.4

環境機器事業 446,917 30.5 387,127 28.1 795,787 27.9

家庭機器事業 330,116 22.5 327,769 23.8 697,380 24.5

部品加工事業 271,951 18.5 263,910 19.2 492,610 17.3

その他の事業 116,344 7.9 69,451 5.1 254,649 8.9

合計 1,468,090 100.0 1,375,823 100.0 2,848,708 100.0

(注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績 （単位：千円）

事業の種類別
セグメントの名称

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 

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

情報機器事業 125,449 37.1 68,862 29.3 254,802 36.3

環境機器事業 73,154 21.6 36,503 15.5 169,251 24.1

家庭機器事業 45,738 13.5 72,345 30.8 126,901 18.1

その他の事業 93,816 27.8 57,537 24.4 151,465 21.5

合計 338,158 100.0 235,248 100.0 702,420 100.0

(注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）は、見込み生産を行っているため該当事項はありません。

(4）販売実績 （単位：千円）

事業の種類別
セグメントの名称

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 

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

情報機器事業 423,964 23.1 415,286 24.5 879,353 24.2

環境機器事業 576,091 31.5 492,564 29.0 980,979 27.1

家庭機器事業 346,742 18.9 413,772 24.4 841,006 23.2

部品加工事業 271,951 14.9 263,910 15.6 504,916 13.9

その他の事業 212,859 11.6 110,950 6.5 419,682 11.6

合計 1,831,609 100.0 1,696,483 100.0 3,625,938 100.0

(注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

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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