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平成19年５月期 個別中間財務諸表の概要 
平成19年１月17日 

上 場 会 社 名 株式会社日本エム・ディ・エム 上 場 取 引 所 東京証券取引所 

コ ー ド 番 号 ７６００  本社所在都道府県 東京都 

(ＵＲＬ http://www.jmdm.co.jp/)    

代 表 者 

 

役職名 代表取締役社長 

 
 

氏    名 東   健 一 

(ＴＥＬ：(03)3341-6545) 

問 合 せ 先 責 任 者 役職名 常務取締役管理部門・海外担当 氏    名 大 川 正 男 

問 合 せ 先 担 当 者 

 

役職名 経営戦略室長 

 
 

氏    名 佐志原  官 

(ＴＥＬ：(03)3341-6705) 

中間決算取締役会開催日 平成19年１月17日  配 当 支 払 開 始 日 平成―年―月―日

単元株制度採用の有無 有(１単元100株)    

 

１．18年11月中間期の業績（平成18年６月１日～平成18年11月30日） 

 (1) 経 営 成 績 記載金額は単位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11月中間期 5,241 △6.0 △643 － △641 － 

17年11月中間期 5,575 △3.4 487 △60.1 677 △26.1 

18年５月期 11,923  1,040  937  

 
 中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭

18年11月中間期 △478 － △25 83 

17年11月中間期 225 △51.0 12 16 

18年５月期 198  10 72 
 
 (注) ① 期中平均株式数 18年11月中間期 18,521,177株 17年11月中間期 18,522,065株 18年５月期 18,521,757株 

    ② 会計処理の方法の変更  無 

    ③ 売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率で

あります。 
 
 (2) 財 政 状 態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年11月中間期 32,339 14,399 44.5 777 47 

17年11月中間期 30,216 14,653 48.5 791 12 

18年５月期 30,743 15,090 49.1 814 76 
 
 (注) ① 期末発行済株式数 18年11月中間期 18,521,049株 17年11月中間期 18,521,877株 18年５月期 18,521,303株 

    ② 期末自己株式数 18年11月中間期 000012,067株 17年11月中間期     11,239株  18年５月期   11,813株 

 
2. 19年５月期の業績予想（平成18年６月１日～平成19年５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 11,100 △690 △630 
 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） △34円 02銭 

 
3. 配当状況 

・ 現金配当 １株当たり配当金(円) 

 中間期末 期末 年間 

18年５月期 0.00 25.00 25.00 

19年５月期(実績) ― ― 

19年５月期(予想) ― ― 
― 

 
※ 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後

様々な要因により予想数値と異なることがあります。上記業績予想に関する事項は８ページをご参照下さい。 
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６ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年５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   534,854 898,802  679,225

２ 受取手形   103,612 105,659  61,730

３ 売掛金   1,639,767 1,468,563  1,490,565

４ たな卸資産   13,797,987 15,360,246  14,823,319

５ 未収消費税等   70,098 43,127  143,803

６ 為替予約等   730,787 720,114  391,196

７ その他   1,401,965 1,633,185  1,352,599

貸倒引当金   △12,552 △12,165  △12,175

流動資産合計   18,266,522 60.5 20,217,533 62.5  18,930,264 61.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 ※１  651,829 617,606  635,481

(2) 工具器具及び備品 ※１  4,506,874 5,502,982  5,215,162

(3) 土地   2,132,108 2,132,108  2,132,108

(4) その他 ※１  113,187 102,289  98,722

有形固定資産合計   7,404,000 24.5 8,354,987 25.8  8,081,475 26.3

２ 無形固定資産   105,403 0.3 97,968 0.3  106,721 0.3

３ 投資その他の資産    

(1) 関係会社長期 

貸付金 
  2,113,693 2,115,236  2,151,612

(2) 為替予約等   1,083,101 521,506  403,425

(3) その他   1,395,659 1,215,065  1,227,521

貸倒引当金   △151,405 △182,592  △157,577

投資その他の 

資産合計 
  4,441,049 14.7 3,669,215 11.4  3,624,982 11.8

固定資産合計   11,950,453 39.5 12,122,171 37.5  11,813,178 38.4

資産合計   30,216,976 100.0 32,339,705 100.0  30,743,442 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年５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 買掛金   327,030 415,603  404,244

２ 短期借入金   3,500,000 2,400,000  4,300,000

３ １年以内返済予定 

長期借入金 
  1,232,000 1,172,000  1,262,000

４ 未払法人税等   224,370 61,094  148,942

５ リース未払金   ― 1,321,975  ―

６ 繰延ヘッジ利益 ※２  730,787 ―  ―

７ その他   1,036,823 613,582  953,951

流動負債合計   7,051,013 23.3 5,984,255 18.5  7,069,137 23.0

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   6,427,000 7,845,000  7,711,000

２ 長期リース未払金   ― 3,498,729  ―

３ 退職給付引当金   542,404 595,401  567,595

４ 役員退職慰労引当金   19,530 ―  4,530

５ 繰延ヘッジ利益 ※２  1,071,964 ―  ―

６ その他   452,002 16,747  300,686

固定負債合計   8,512,901 28.2 11,955,879 37.0  8,583,812 27.9

負債合計   15,563,915 51.5 17,940,135 55.5  15,652,950 50.9
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前中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年５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   1,826,400 6.0 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金   1,411,500 ―  ―

資本剰余金合計   1,411,500 4.7 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金   197,500 ―  ―

２ 任意積立金   8,513,000 ―  ―

３ 中間未処分利益   2,712,549 ―  ―

利益剰余金合計   11,423,049 37.8 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 

評価差額金 
  16,849 0.1 ― ―  ― ―

Ⅴ 自己株式   △24,738 △0.1 ― ―  ― ―

資本合計   14,653,060 48.5 ― ―  ― ―

負債及び資本合計   30,216,976 100.0 ― ―  ― ―

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 1,826,400 5.6  1,826,400 5.9

２ 資本剰余金    

資本準備金  ― 1,411,500 1,411,500 

資本剰余金合計   ― ― 1,411,500 4.5  1,411,500 4.6

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 197,500 197,500 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 8,513,000 8,513,000 

繰越利益剰余金  ― 1,744,383 2,685,885 

利益剰余金合計   ― ― 10,454,883 32.3  11,396,385 37.1

４ 自己株式   ― ― △25,533 △0.1  △25,366 △0.1

株主資本合計   ― ― 13,667,250 42.3  14,608,918 47.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 

  評価差額金 
  ― ― 17,430 0.1  17,379 0.1

２ 繰延ヘッジ損益 ※２  ― ― 714,889 2.1  464,194 1.5

評価・換算差額等 

合計 
  ― ― 732,319 2.2  481,574 1.6

純資産合計   ― ― 14,399,569 44.5  15,090,492 49.1

負債及び純資産 

合計 
  ― ― 32,339,705 100.0  30,743,442 100.0
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② 【中間損益計算書】 

 

  

前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日) 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５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   5,575,417 100.0 5,241,371 100.0  11,923,989 100.0

Ⅱ 売上原価   1,701,512 30.5 2,413,839 46.1  3,924,207 32.9

売上総利益   3,873,904 69.5 2,827,531 53.9  7,999,781 67.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,385,936 60.7 3,471,145 66.2  6,959,282 58.4

営業利益 

又は営業損失(△) 
  487,968 8.8 △643,614 △12.3  1,040,498 8.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  331,711 5.9 210,879 4.0  188,011 1.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  141,913 2.5 208,597 3.9  291,408 2.4

経常利益 

又は経常損失(△) 
  677,766 12.2 △641,332 △12.2  937,100 7.9

Ⅵ 特別利益 ※３  9,793 0.2 ― ―  23,014 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４  230,439 4.2 102,510 2.0  419,752 3.6

税引前中間(当期)

純利益又は税引前

中間純損失(△) 

  457,119 8.2 △743,842 △14.2  540,362 4.5

法人税、住民税 

及び事業税 
 212,712 56,158 350,803 

法人税等調整額  19,218 231,930 4.2 △321,532 △265,374 △5.1 △8,966 341,837 2.8

中間(当期)純利益 

又は中間純損失(△) 
  225,189 4.0 △478,468 △9.1  198,525 1.7

前期繰越利益   2,487,360 ―  ―

中間未処分利益   2,712,549 ―  ―

    

 



― 39 ― 

③ 【株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年５月31日残高(千円) 1,826,400 1,411,500 197,500 8,513,000 2,685,885

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当 ― ― ― ― △ 463,032

中間純損失(△) ― ― ― ― △ 478,468

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― ― ― △ 941,501

平成18年11月30日残高(千円) 1,826,400 1,411,500 197,500 8,513,000 1,744,383

 
株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計

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 

純資産 

合計 

平成18年５月31日残高(千円) △25,366 14,608,918 17,379 464,194 481,574 15,090,492

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当 ― △ 463,032 ― ― ― △ 463,032

中間純損失(△) ― △ 478,468 ― ― ― △ 478,468

自己株式の取得 △ 166 △ 166 ― ― ― △ 166

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額(純額) 
― ― 51 250,694 250,745 250,745

中間会計期間中の変動額合計(千円) △ 166 △ 941,668 51 250,694 250,745 △ 690,922

平成18年11月30日残高(千円) △ 25,533 13,667,250 17,430 714,889 732,319 14,399,569

 

前事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金

平成17年５月31日残高(千円) 1,826,400 1,411,500 197,500 7,513,000 4,013,815

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 ― ― ― ― △463,054

別途積立金の積立 ― ― ― 1,000,000 △1,000,000

利益処分による役員賞与の支給 ― ― ― ― △63,400

当期純利益 ― ― ― ― 198,525

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ― 1,000,000 △1,327,929

平成18年５月31日残高(千円) 1,826,400 1,411,500 197,500 8,513,000 2,685,885

 
株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計

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 

純資産 

合計 

平成17年５月31日残高(千円) △24,375 14,937,839 9,019 ― 9,019 14,946,859

事業年度中の変動額   

剰余金の配当 ― △463,054 ― ― ― △463,054

別途積立金の積立 ― ― ― ― ― ―

利益処分による役員賞与の支給 ― △63,400 ― ― ― △63,400

当期純利益 ― 198,525 ― ― ― 198,525

自己株式の取得 △991 △991 ― ― ― △991

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額(純額) 
― ― 8,359 464,194 472,554 472,554

事業年度中の変動額合計(千円) △991 △328,921 8,359 464,194 472,554 143,633

平成18年５月31日残高(千円) △25,366 14,608,918 17,379 464,194 481,574 15,090,492
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式 

移動平均法による原価法 

② 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

平均法により算定して

おります。) 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式 

同左 

② 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

平均法により算定して

おります。) 

時価のないもの 

同左 

 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式 

同左 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差

額は、全部純資産直入

法により処理し、売却

原価は、移動平均法に

より算定しておりま

す。) 

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 

(3) たな卸資産 

① 商品 

総平均法による低価法 

② 製品 

総平均法による低価法 

③ 原材料 

総平均法による原価法 

④ 仕掛品 

総平均法による原価法 

 

(3) たな卸資産 

同左 

(3) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物 ６～65年 

車両運搬具 ５～６年 

工具器具及び 

備品 
２～15年 

  
 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

２ 固定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 

定額法 

但し、ソフトウェア(自

社利用分)については、社

内における見込利用可能期

間(５年)に基づく定額法 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えて、一般債権については、貸

倒実績率等を勘案した必要額

を、貸倒懸念債権等特定の債権

については、個別に債権の回収

可能性を勘案した回収不能見込

額を計上しております。 

 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えて、

当期末における退職給付債務の

見込額に基づき、当中間会計期

間末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。 

なお、数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による按分

額をそれぞれ発生の翌期より費

用処理しております。 

 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えて、

当期末における退職給付債務の

見込額に基づき、当期末におい

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、数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による按分

額をそれぞれ発生の翌期より費

用処理しています。 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えて、「役員退職慰労金規定」

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。 

 

―――――――――― 

(追加情報) 

平成18年８月18日開催の第34

回定時株主総会において、贈呈

の時期は各氏の退任時とする監

査役への役員退職慰労金の打ち

切り支給の議案が承認可決され

たことに伴い、同日付で、前事

業年度末の貸借対照表の固定負

債に計上しておりました監査役

に対する「役員退職慰労引当

金」4,530千円を「長期未払

金」へ科目の振り替えを行い、

「その他」に含めて表示してお

ります。 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えて、「役員退職慰労金規定」

に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

(追加情報) 

平成18年6月23日開催の取締

役会及び監査役会において、役

員退職慰労金制度の廃止を決議

いたしました。(平成18年5月31

日付廃止) 

当該制度の廃止に伴い、取締

役については、全取締役から申

し入れられた退職慰労金の放棄

について了承いたしましたの

で、当該取締役に対する前事業

年度末における役員退職慰労引

当金13,000千円を取り崩し、特

別利益の「役員退職慰労引当金

戻入益」として計上しておりま

す。よって、当事業年度末にお

ける役員退職慰労引当金につい

ては、監査役に対する期末要支

給額のみを計上しております。
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前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

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。 

 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、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。 

５ ―――――――――― 

 

５ リース取引の処理方法 

医療工具類を対象としたセー

ル・アンド・リースバック取引を

行っておりますが、当該リース取

引は、売却取引ではなく金融取引

であるとの判断のもと、契約に伴

う入金額については資金調達にお

ける元本相当額とし、リース料支

払い時には当該元本相当額の返済

額と利息相当額とに区分し会計処

理を行っております。なお、元本

相当額は中間貸借対照表の負債の

部「リース未払金」及び「長期リ

ース未払金」として表示し、利息

相当額は中間損益計算書の営業外

費用「支払利息」に含めて表示し

ております。 

 

５ ―――――――――― 

 

６ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっており

ます。但し、為替予約等が付さ

れている外貨建金銭債務につい

ては、振当処理を行っておりま

す。また、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満たし

ておりますので、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 

同左 

 

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 

ヘッジ手段…為替予約取引、

通貨スワップ取

引及び通貨オプ

ション取引 

金利スワップ取

引 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…商品仕入に係る

外貨建金銭債務

及び予定取引 

借入金の利息 

ヘッジ対象…同左 

 

ヘッジ対象…同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

(3) ヘッジ方針 

外貨建金銭債務について、為

替予約等により円貨額を確定さ

せ、為替変動リスクを回避する

ことを目的としております。 

また、借入金の金利変動リス

クを回避することを目的とし、

金利スワップを行っておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から当中間会計

期間末までの期間において、ヘ

ッジ手段の実行額の累計とヘッ

ジ対象の決済額の累計とを比較

して有効性の判定を行っており

ます。但し、特例処理によって

いる金利スワップについては、

有効性の評価を省略しておりま

す。 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から当期末ま

での期間において、ヘッジ手

段の実行額の累計とヘッジ対

象の決済額の累計とを比較し

て有効性の判定を行っており

ます。但し、特例処理によっ

ている金利スワップについて

は、有効性の評価を省略して

おります。 

７ その他中間財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理について

は、税抜方式によっておりま

す。 

 

７ その他中間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 

７ その他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 
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会計処理の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

―――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より「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

基準委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第６号)を適用し

ております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

―――――――――― ―――――――――― （役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度より「役員賞与に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会 

平成17年11月29日 企業会計基準第

４号)を適用しております。 

この結果、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益はそれぞれ23,680千円減

少しております。なお、当該処理に

より発生した残高は「未払金」に含

めて表示しております。 

 

―――――――――― ―――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当事業年度より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)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

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)を

適用しております。 

従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は14,626,297千円でありま

す。 

なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の「純資産の部」については、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。 
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追加情報 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

―――――――――― （「たな卸資産評価損」の計上につ

いて） 

当中間会計期間において、たな卸

資産の評価方法に新たな評価方法を

適用し、一時的に多額な「たな卸資

産評価損」659,764千円を売上原価

へ計上いたしました。 

当該新たな評価方法については、

当社では、たな卸資産の評価基準と

して正味実現可能価額を時価概念と

する低価法等を採用し、適正な会計

処理を行っておりますが、近年の医

療制度改革や改正薬事法の完全施行

等は、当社の収益構造へも多大な影

響を及ぼしており、このようなたな

卸資産を取り巻く環境変化や、我が

国特有の医療機器流通の慣習に基づ

いた特殊な販売形態、 近の販売状

況、商品特性等を総合的に勘案し、

更に、平成18年７月５日に公表され

た企業会計基準第９号「たな卸資産

の評価に関する会計基準」の内容等

を踏まえ、当社が取り扱うたな卸資

産により適合した評価方法を確立す

べく検討協議を重ねてまいりまし

た。 

当中間会計期間において、たな卸

資産の販売期間を商品及び製品毎並

びに同サイズ毎に詳細に検討し、品

質低下や陳腐化等は発生していない

が、販売期間が一定の回転期間を超

えるものについて、規則的に帳簿価

額を切り下げる新たな評価方法を確

立し、適用いたしました。 

 

―――――――――― 
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前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

―――――――――― （リース契約の締結） 

平成18年７月19日開催の取締役会

において、資金調達の多様化を図

り、今後投入が予定される新製品の

初期在庫購入資金の一部を賄うこと

等を目的として、中間貸借対照表の

有形固定資産「工具器具及び備品」

に 計 上 さ れ て い る 医 療 工 具 類

5,093,801千円(平成18年５月31日現

在帳簿価額)を対象としたセール・

アンド・リースバック契約を締結す

ることを決議し、以下の契約日にお

いて契約を締結いたしました。 

 

契約先 

東京リー

ス株式会

社 

DLアセッ

トファイ

ナンス２

株式会社

(ダイヤ

モンドリ

ース株式

会社

100％子

会社) 

契約日 
平成18年

７月31日

平成18年

７月27日

物件名 
貸出用 

医療工具

貸出用 

医療工具

リース 

期 間 
36ヶ月 36ヶ月 

   

当該リース取引に係る会計処理に

ついては、 近の企業会計の動向、

上記実施目的や契約内容等を総合的

に勘案し、当該リース取引は、売却

取引ではなく金融取引であるとの判

断のもと、契約に伴う入金額につい

ては資金調達における元本相当額と

し、リース料支払い時には当該元本

相当額の返済額と利息相当額とに区

分し会計処理を行っております。な

お、元本相当額は中間貸借対照表の

負債の部「リース未払金」及び「長

期リース未払金」として表示し、利

息相当額は中間損益計算書の営業外

費用「支払利息」に含めて表示して

おります。 

 

―――――――――― 



― 47 ― 

 

前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

（医療工具類の振替について） 

 当中間会計期間において、従来、

販売在庫として管理していた医療工

具類について、「たな卸資産」から

「工具器具及び備品」への振替処理

を実施いたしました。 

 当該振替処理は、平成17年４月の

改正薬事法完全施行に伴い、医療工

具類の耐用回数を個々に設定するな

ど医療事故防止等の安全性を確保す

る社内管理体制の整理、構築を進め

る中、その保有目的を販売に付随す

る貸出在庫とすることが適当である

と判断し実施したものであります。 

 当該振替処理により、平成17年６

月１日付けで貸借対照表の流動資産

「たな卸資産」が1,582,726千円減

少し、有形固定資産「工具器具及び

備品」が同額増加しております。な

お、当中間会計期間に計上した当該

「工具器具及び備品」に伴う減価償

却費は270,916千円であります。 

 

―――――――――― （医療工具類の振替について） 

 当事業年度において、従来、販売

在庫として管理していた医療工具類

について、「たな卸資産」から「工

具器具及び備品」への振替処理を実

施いたしました。 

 当該振替処理は、平成17年４月の

改正薬事法完全施行に伴い、医療工

具類の耐用回数を個々に設定するな

ど医療事故防止等の安全性を確保す

る社内管理体制の整理、構築を進め

る中、その保有目的を販売に付随す

る貸出在庫とすることが適当である

と判断し実施したものであります。

 当該振替処理により、平成17年６

月１日付けで貸借対照表の流動資産

「たな卸資産」が1,582,726千円減

少し、有形固定資産「工具器具及び

備品」が同額増加しております。な

お、当事業年度に計上した当該「工

具器具及び備品」に伴う減価償却費

は495,459千円であります。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前事業年度末 

(平成18年５月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 4,568,844千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 6,347,077千円

 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 5,491,928千円
 

※２ 繰延ヘッジ利益（純額）の内 

訳 

（流動資産） 

繰延ヘッジ損失  ―千円

繰延ヘッジ利益 730,787千円

繰延ヘッジ利益 

（純額）
730,787千円

（固定資産） 

繰延ヘッジ損失 ―千円

繰延ヘッジ利益 1,071,964千円

繰延ヘッジ利益 

（純額）
1,071,964千円

  

※２ 繰延ヘッジ損益の内訳 

 

（１年以内） 

繰延ヘッジ損失 ―千円

繰延ヘッジ利益 720,114千円

  小計 720,114千円

繰延税金負債 

（流動）
△293,014千円

差引   427,100千円

（１年超） 

繰延ヘッジ損失 ―千円

繰延ヘッジ利益 485,228千円

小計 485,228千円

繰延税金負債 

（固定）
△197,439千円

差引 287,789千円

繰延ヘッジ損益

（純

額） 

714,889千円

 

※２ 繰延ヘッジ損益の内訳 

 

（１年以内） 

繰延ヘッジ損失 ―千円

繰延ヘッジ利益 391,196千円

  小計 391,196千円

繰延税金負債 

（流動） 
△159,177千円

差引   232,018千円

（１年超） 

繰延ヘッジ損失 ―千円

繰延ヘッジ利益 391,461千円

小計 391,461千円

繰延税金負債 

（固定） 
△159,285千円

差引 232,176千円

繰延ヘッジ損益 

（純額）
464,194千円

 

３ ―――――――――― 
 

３ 保証債務 
金融機関からの借入金に対して

以下のとおり保証を行っておりま
す。 
(連結子会社) 

Ortho Development Corporation 

69,882千円(US$ 600千)

なお、上記金額は中間決算日

の為替相場により円換算してお

ります。 

 
 

３ ―――――――――― 
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息及び 

配当金 
28,511千円

為替差益 295,162千円

 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息及び

配当金 
33,378千円

為替差益 142,481千円

 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息及び 

配当金 
55,193千円

為替差益 101,392千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 97,094千円

手形売却損 1,401千円

たな卸資産 

除却損 
5,514千円

シンジケート 

ローン手数料 
16,697千円

債権流動化 

関連手数料 
18,500千円

 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 178,911千円

手形売却損 5,610千円

たな卸資産 

除却損 
7,139千円

シンジケート

ローン手数料
15,892千円

 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 207,086千円

手形売却損 6,171千円

たな卸資産 

除却損 
16,819千円

シンジケート 

ローン手数料 
35,259千円

 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 

戻入益 
9,793千円

 
 

※３ ―――――――――― ※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 

戻入益 
10,014千円

役員退職慰労

引当金戻入益 
13,000千円

 
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 

売却損 
4,741千円

固定資産 

除却損 
221,917千円

役員退職 

慰労金 
3,780千円

 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 

売却損 
2,953千円

固定資産 

除却損 
99,557千円

 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 

売却損 
7,139千円

固定資産 

除却損 
402,816千円

役員退職 

慰労金 
3,780千円

ゴルフ会員権 

評価損 
6,016千円

 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資

産 
806,956千円

無形固定資

産 
15,521千円

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資

産 
1,018,837千円

無形固定資

産 
18,097千円

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資

産 
1,848,180千円

無形固定資

産 
32,604千円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当中間会計期間末 

(株) 

自己株式     

普通株式(注) 11,813 254 ― 12,067 

合計 11,813 254 ― 12,067 

(注) 自己株式の普通株式の増加は、単元未満株式の買い取りによるものであります。 

 

前事業年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当事業年度末 

(株) 

自己株式     

普通株式(注) 10,919 894 ― 11,813 

合計 10,919 894 ― 11,813 

(注) 自己株式の普通株式の増加は、単元未満株式の買い取りによるものであります。 
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(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(重要な後発事象) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

―――――――――― ―――――――――― （リース契約の締結） 

平成18年７月19日付の取締役会に

おいて、資金調達の多様化を図り、

今後投入が予定される新製品の初期

在庫購入資金の一部を賄うこと等を

目的として、貸借対照表の有形固定

資産「工具器具及び備品」に計上さ

れている医療工具類5,093,801千円

(平成18年５月31日現在帳簿価額)を

対象としたセール・アンド・リース

バック契約を締結することを決議

し、以下の契約日において契約を締

結いたしました。 

 

契約先 

東京リー

ス株式会

社 

DLアセッ

トファイ

ナンス２

株式会社

(ダイヤ

モンドリ

ース株式

会社

100％子

会社) 

契約日 
平成18年 

７月31日 

平成18年

７月27日

物件名 
貸出用 

医療工具 

貸出用 

医療工具

リース 

期 間 
36ヶ月 36ヶ月 

   
 

 

(2) 【その他】 

特記すべき事項はありません。 
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【リース取引関係】 

半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

【有価証券関係】 

前中間会計期間末(平成17年11月30日)、当中間会計期間末(平成18年11月30日)及び前事業年度

末(平成18年５月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当する取引はありません。 

 

 


