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平成23年６月27日付「過年度決算等の訂正報告書等の提出及び第三者委員会による調査報告書の一部

訂正に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、過去の決算における一部の不適切な会計処理の修

正を要する事象が判明したことを受けて訂正した有価証券報告書等に対応する決算短信等の訂正を行い

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所が多岐にわたっており正誤表による形式ではわかりづらくなることから、訂正後の全

文のみを添付し、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

  

記 

  

 
  

  

 以上

  

各   位

会社名 株式会社 東  研

代表者 代表取締役社長 春山 安成

（ＪＡＳＤＡＱ・コード6738）

問合せ先 取締役総務部長 大類 隆義

TEL (03)5325－4321(代表)  

（訂正）「平成18年４月期 中間決算短信（連結）」、

「平成18年４月期 個別中間財務諸表の概要」の一部訂正について

訂正を行う中間決算短信（連結）、個別中間財務諸表の概要

決算期 平成18年４月期 中間決算短信（連結）

平成18年４月期 個別中間財務諸表の概要

発表日 平成17年12月16日
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1. 17年10月中間期の連結業績（平成17年５月１日～平成17年10月31日） 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 18年４月期の連結業績予想（平成17年５月１日～平成18年４月30日） 

 

 
※上記の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ます。実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

平成18年４月期 中間決算短信（連結）

会  社  名 株式会社 東 研 上場取引所 ＪＱ

コ ー ド 番 号 6738 本社所在都道府県 東京都

（ＵＲＬ  http://www.tohken.co.jp/）

代  表  者 役  職 名 代表取締役社長

氏    名 小平 学

問 い 合 わ せ 先 責任者役職名 取締役総務部長

氏    名 大類 隆義 TEL (03)5325－4321(代表)  

決算取締役会開催日 平成17年12月16日

親会社等の名称 ＩＤＥＣ株式会社（コード番号：6652） 親会社等における当社の議決権所有比率 21.9％

米国会計基準採用の有無 無

(1) 連結経営成績 (百万円未満切捨)

売上高 営業利益 経常利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年10月中間期 2,329 （△14.6） △56 （ ─ ） △76 （ ─ ）
16年10月中間期 2,727 （  1.1） 143 （ 28.7） 131 （ 31.0）

17年４月期 5,319 192 154

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

17年10月中間期 △430 （ ─ ） △67 73 ─
16年10月中間期 80 （  0.1） 13 25 13 16

17年４月期 91 14 99 14 90

(注)1.持分法投資損益 17年10月中間期 ─百万円 16年10月中間期 ─百万円 17年４月期 ─百万円

2.期中平均株式数(連結) 17年10月中間期 6,350,669株 16年10月中間期 6,083,228株 17年４月期 6,086,479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 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
百万円 百万円 ％ 円 銭

17年10月中間期 6,605 2,361 35.7 303 56

16年10月中間期 6,449 1,699 26.3 279 20

17年４月期 6,512 1,712 26.3 280 92

(注)期末発行済株式数(連結) 17年10月中間期 7,778,360株 16年10月中間期 6,086,360株 17年４月期 6,096,360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

17年10月中間期 △267 40 485 792

16年10月中間期 △127 △16 △47 453

17年４月期 103 △110 △103 533

(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 ─社持分法適用関連会社数 ─社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の適用の異動状況

連結(新規) ─社 (除外) ─社 持分法(新規) ─社 (除外) ─社

売上高 経常利益 当期純利益
百万円 百万円 百万円

通 期 5,700 220 138

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 17円 74銭



  

当社グループは、当社、連結子会社１社(株式会社東研アイ・ディーシステム)で構成され、バーコード

リーダ、２次元コードリーダ（イメージャー）の製造・仕入・販売と関連品(バーコードプリンタ、サプ

ライ品)の仕入・販売、産業用X線検査装置の製造・仕入・販売、及び60ギガヘルツミリ波帯の画像通信シ

ステムとRF-IDシステムの開発・製造・販売を行っております。 

 また、平成17年10月５日に当社が実施した第三者割当増資により、和泉電気株式会社（現、ＩＤＥＣ株

式会社）はその他の関係会社となっております。 

（注）RF-ID（Radio Frequency Identification）：無線を使って個体の識別データを自動的に読み取る

方法 

  

  

当事業における主要な製品・商品は、バーコードリーダ、２次元コードリーダ(イメージャー)、バー

コードプリンタ及びレーザプリンタ等であり、当社はこれらにソフトを付加してシステムで販売してお

ります。 

 株式会社東研アイ・ディーシステムは、サプライ品の販売と当社製品の販売を行っております。 

  

当事業における主要な製品・商品は、素材、電子部品、半導体等の内部を検査する産業用X線検査装

置と食品業界向けの食品異物検査装置であり、当社はこれらの製造・仕入・販売を行っております。 

 株式会社東研アイ・ディーシステムは、当社製品の販売を行っております。 

  

なお、事業区分は、セグメント情報における事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

１ 【企業集団の状況】

(1) バーコード関連事業

(2) X線事業



  

情報技術の発展とグローバル化により、産業界では迅速・的確な情報管理が重要になっております。

自動認識技術は『情物一致』『一元管理』『トレーサビリティ（生産履歴追跡）管理』を実現するシス

テムの構築に 大の効果を発揮いたします。 

 受発注から物流・流通までをトータルに管理するシステムが求められている現在、当社は自動認識シ

ステムに関する数々の製品を取り揃え、システム構築できる企業として、ユーザーニーズにお応えして

おります。 

 当社は２次元コード・バーコードシステムを事業の中心に据え、X線を使った非破壊検査システム、

及び60ギガヘルツミリ波帯の画像通信システムとRF-IDシステムを加えた事業を展開しております。 

 「規模は小さくともメジャーでありたい」「常に先駆者でありたい」という当社の根底に流れる理念

のもと、技術力とシステム構築力を持つ自動認識システムのリーディングカンパニーとしてさらなる飛

躍を目指して事業を展開してまいります。 

  

当社は、株主に対する利益還元が重要課題の一つであるとの認識に立ち、安定した経営基盤の確保を

目指し、株主資本利益率の向上に努めております。 

 配当金につきましては、業績、内部留保、キャッシュ・フロー、今後の業績見通し等を勘案し、安定

的な配当の継続を基本方針としております。 

 なお、内部留保資金につきましては、財務内容を改善して企業体質の強化を図り、不況に対する抵抗

力と競争力を強化し、さらに将来の事業発展のために活用していく方針であります。 

  

投資単位の引下げにつきましては、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を図るための有効な施策

であると認識しており、今後の株価や市場の要請などを十分勘案したうえで、その費用並びに効果など

も慎重に検討し対処していく考えであります。現段階では具体的な施策及び時期等については未定であ

ります。 

  

当社は、高付加価値製品の販売により、売上高経常利益率10％、株主資本利益率(ROE)20％を目標と

しております。 

  

当社は、２次元コード・バーコードシステムを事業の中心に据え、X線を使った非破壊検査システ

ム、及び60ギガヘルツミリ波帯の画像通信システムとRF-IDシステムを加えた３本柱を立て、事業を展

開してまいります。自動認識システム分野において、世界トップレベルの開発力で市場性のある新製品

を生み出し、新たな市場を開拓する優良企業を目指しております。 

 また、平成17年10月５日の第三者割当増資により当社の筆頭株主となった和泉電気株式会社（現、Ｉ

ＤＥＣ株式会社）と当社とは、マーケティング、商品開発、販売及び生産等、包括的な業務提携を推進

し、両者の市場優位性の向上を図り、市場における確固たる地位を構築してまいります。 

  

２ 【経営方針】

(1) 経営の基本方針

(2) 利益配分に関する基本方針

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

(4) 目標とする経営指標

(5) 中長期的な経営戦略



  

当中間連結会計期間におきましては、営業部門においては取引先の拡大の不足、技術部門においては

新製品開発期間の長期化による新製品投入の遅れが生じてしまいました。この結果を踏まえ、営業部門

は販売代理店の増設による営業窓口の拡大、技術部門においては新製品の開発と投入に注力すべく組織

の再編成を行うことにより、営業・技術両部門の営業力・技術開発力を一層強化してまいります。ま

た、国際市場に進出すべくヨーロッパ、中国市場を見据えながら、現地法人の設立を検討してまいりま

す。 

 バーコード関連事業においては、電子化の進む自動車部品を含めた自動車業界、デジタル家電、携帯

電話の好調に支えられた電子部品及び半導体業界、トレーサビリティの必要性が高まる食品業界を 重

点業界としてとらえ、製造、物流の現場と密着した営業活動を行うとともに、当中間連結会計期間末に

発売しました新型２次元コードリーダ、２次元コード対応ハンディターミナルの拡販等により２次元コ

ードリーダ（イメージャー）の売上増大に努める計画であります。 

 X線事業においては、高分解能X線顕微鏡の開発を強化し、高額製品の発売により売上増強を図ってま

いります。また、素材分析、電子部品及び半導体の不良分析用として、X線ナノCT検査装置の販売強化

とシリーズ化の開発を行ってまいります。 

  

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、自動車を中心に好調な輸出、個人消費等に支えられ景気

は堅調に推移したものの、米国を中心とした世界経済の先行き不透明感、設備投資の鈍化、原油価格の

上昇等により、国内産業において格差が生じてまいりました。 

 このような状況において、当社グループは自社開発製品のシリーズ化と、国内で設備投資が旺盛な自

動車、自動車部品、半導体、携帯電話、デジタル家電、電子部品、液晶業界等に重点を置き営業展開を

してまいりました。 

 バーコード関連事業におきましては、プリント基板などの各種部品に２次元コードを直接印字して読

み取るダイレクトマーキング対応機器を中心に、手動式２次元コードリーダの売上高は順調に推移いた

しましたが、新型２次元コードリーダの製品化の遅れと、従来のバーコードリーダの厳しい価格競争に

より売上高が減少いたしました。その結果、バーコード関連事業の売上高は前年同期比14.9％減の20億

33百万円となりました。 

 X線事業におきましては、X線異物検査装置は靴業界・アパレル業界などの新規業種に導入され、ま

た、海外供給も順調に推移しており、売上高は増加いたしました。しかし、X線ナノCT検査装置は、オ

プション仕様の追加要望に対応したソフトの製品化の遅れから、売上高に貢献できませんでした。その

結果、X線事業の売上高は前年同期比12.4％減の２億95百万円となりました。 

 全体の当中間連結会計期間の連結売上高は、前年同期比14.6％減の23億29百万円となりました。 

 また、利益面につきましては、売上総利益率の低下に伴い、経常損失76百万円（前年同期は経常利益

１億31百万円）、中間純損失４億30百万円（前年同期は中間純利益80百万円）となりました。 

  

 (6) 対処すべき課題

(7) その他、経営上重要な事項

３ 【経営成績及び財政状態】

(1) 経営成績



  

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は７億92百万円であ

り、前連結会計年度末比では２億58百万円の増加となりました。 

（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、税金等調整前中間純損失の計上、たな卸資産の増加等によ

り、２億67百万円の資金の減少となり、前年同期比でも、１億40百万円の資金の支出が多くなりまし

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、投資有価証券の売却による収入等により、40百万円の資金の

増加となり、前年同期比でも57百万円の資金の増加となりました。 

（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、株式の発行による収入等により、４億85百万円の資金の増加

となり、前年同期比でも５億33百万円の資金の増加となりました。 

  

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 
株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：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・カバレッジ・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。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）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、連結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・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。 

  

(2) 財政状態

平成15年10月期 平成16年4月期 平成16年10月期 平成17年4月期 平成17年10月期

株主資本比率 27.0％ 26.2％ 26.3％ 26.3％ 35.7％

時価ベースの株主資本比率 70.7％ 58.7％ 42.3％ 55.2％ 73.7％

債務償還年数 ─ ─ ─ 25.0年 ─

インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ

─ ─ ─ 2.1倍 ─



  

米国経済を核とした世界経済おいては先行きの不透明感もありますが、わが国経済においては景気は

堅調に推移するものと予想されます。 

 このような状況下において、当社グループは、前述した経営方針に基づいて事業運営を遂行し、計画

を確実に達成することにより、着実な事業拡大と収益の向上に取り組んでまいります。 

 平成18年４月期通期の業績見通しは、次のとおりであります。 

 
(注)上記の業績見通しは、現在当社の経営陣が入手している情報に基づいて行った判断・評価・事実認識・方

針の策定等に加え、将来の予想を行うために不可欠となる一定の前提（仮定）を用いて算定しておりま

す。将来の予想に本質的に内在する不確定性・不確実性及び今後の事業運営や内外の経済その他の状況変

化等により、実際の業績は、上記の予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

  

当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクは、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記載は、当中間連結会計期間末現在において判断したものでありま

す。 

  

当社グループは、「バーコード関連事業」としてバーコードリーダ、２次元コードリーダ（イメ

ージャー）の製造・仕入・販売、並びに関連品(バーコードプリンタ、サプライ品)の仕入・販売、

及び「X線事業」として産業用X線検査装置の製造・仕入・販売を行っております。 

 平成17年10月期における売上実績は次のとおりであり、バーコード関連事業の売上構成比率が

87.3％と高くなっております。なお、X線事業につきましては、営業損失を計上しております。 

 
(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 金額には、消費税等は含まれておりません。 

当社グループの売上構成比率が高いバーコード関連事業における製・商品については、主に製造

業において使用されております。したがって、当社グループの経営成績は製造業の設備投資動向に

影響を受けることがあります。 

  

(3) 通期の見通し

① 連結業績見通し 売上高 5,700 百万円 (前年同期比   7.2％増)

経常利益 220 百万円 (前年同期比  42.6％増)

当期純利益 138 百万円 (前年同期比  51.2％増)

② 単独業績見通し 売上高 5,200 百万円 (前年同期比   8.3％増)

経常利益 205 百万円 (前年同期比 135.4％増)

当期純利益 130 百万円 (前年同期比 189.5％増)

(4) 事業等のリスク

①当社グループの事業内容等について

(イ)事業内容について

事業の種類別セグメント 売上高(千円) 構成比(％)

バーコード関連事業 2,033,536 87.3

X線事業 295,741 12.7

  合計 2,329,277 100.0



  

当社グループにおいて、売上構成比率が高いバーコード関連事業においては、技術導入契約を米

国企業２社と締結しており、それぞれ契約に基づくロイヤリティを支払っております。契約更新時

の取引条件の変更等により、あるいは契約の更新がなされなかった場合には、当社グループの経営

成績に影響を与える可能性があります。 

契約内容 

 
  

当社グループが主に事業展開をしているバーコード関連事業におけるバーコードリーダについて

は、世界的に競合メーカーが存在しております。その中で、当社グループは積極的に特許権の取

得・出願をしておりますが、必ずしも競合会社をこれによって排除できるものではありません。し

たがって、当社グループは競合会社の影響を受ける可能性があります。 

 当社グループとしては、競合に対応するため、毎期多額の研究開発費を投入しており、平成17年

10月期は２億２百万円（バーコード関連事業においては、１億48百万円）を投入いたしました。今

後についても、新製品開発及び新技術開発といった研究開発活動に積極的に経営資源を投入してい

く方針であります。しかしながら、競合他社による革新的技術導入や競合の激化による販売価格の

下落によって、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社グループにおいては、前述(ロ)に記載のとおり、海外からの一部技術導入を図り、２

次元コードリーダ（イメージャー）の開発・製造・販売を平成10年２月から開始しております。２

次元コードリーダ（イメージャー）を使用して読み取る２次元コードについては、バーコードに比

べ、多くの情報量を小スペースに印字でき、また、一部が汚れたり破損しても読み取れる等の利点

があるため、当社グループとしては積極的に２次元コードリーダ（イメージャー）の開発・製造・

販売に取り組んでおります。しかしながら、今後の２次元コードの普及状況によっては、当社グル

ープの経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

当社グループが主に事業展開をしているバーコード関連事業の属する自動認識分野においては、

技術的な進歩や顧客のニーズの多様化が激しく、当社グループが新技術を正確に予測し、新製品の

提供を常に的確にできる保証はありません。技術変化の波に乗り遅れた場合や、顧客のニーズに対

応した製品開発ができない場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

  

(ロ)技術導入契約及び販売提携契約について

契約先 国名 契約内容 契約期間

United Parcel  
Service General 
Services Co.

米国 当社は非独占でロイヤリティの発生する技術のライセン
スを供与される。これによりその技術を使用した製品を
販売したり、使用する権利を有する。

平成９年２月13日から
10年間 
以降は毎年自動更新

OMNIPLANAR,Inc. 米国 当社の手動式２次元コードリーダ(イメージャー)内に入
れられたOMNIPLANAR社のソフトウェアの全部又は一部又
は派生仕様の全世界における非独占使用権を有する。

平成９年６月30日から
１年間 
以降は毎年自動更新

OMNIPLANAR,Inc. 米国 当社の固定式２次元コードリーダ(イメージャー)内に入
れられたOMNIPLANAR社のソフトウェアの全部又は一部又
は派生仕様の全世界における非独占使用権を有する。

平成９年12月３日から
１年間 
以降は毎年自動更新

(ハ)競合等について

(ニ)新製品開発について



  

  

当社グループは、設備資金及び運転資金調達のため、借入金依存度は前連結会計年度末39.5％と高

くなっておりましたが、当中間連結会計期間末においては30.1％と大幅に改善されました。しかし、

まだ高い水準にありますので、今後の借入金利変動が当社グループの経営成績に影響を与える可能性

があります。 

  

当社グループは、株式会社エヌ・アンド・エム及び株式会社ミクロテックの２社と取引を行ってお

ります。 

 当中間連結会計期間における取引は、次のとおりであります。 

 
(注) 和泉電気株式会社（現、ＩＤＥＣ株式会社）とは取引はありません。 

  

当社グループでは、当社グループの取締役及び従業員を対象にインセンティブ・プランとして、ス

トックオプションを付与しております。これらの新株予約権が行使されれば、当社の株式の価値は希

薄化いたします。また、今後の株価次第では、短期的な需給バランスの変動が発生し、株価形成へ影

響を及ぼす可能性もあります。 

  

  

平成13年12月21日付、ジャスダック市場への株式上場に際して実施した公募増資による手取金は、平

成14年４月期において全額借入金返済資金に充当いたしました。 

（削除）

②借入金依存度について

③関連当事者との取引について

関連当事者の名称 取引の内容 取引金額(千円)

㈱エヌ・アンド・エム 保険料の支払 112

㈱ミクロテック
製品の売上
商品の仕入

4,692
1,194

④株式の希薄化について

４ 【時価発行公募増資等に係る資金充当実績】



  

 
  

５ 【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16年10月31日)

当中間連結会計期間末

(平成17年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成17年４月30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 695,696 1,017,364 780,762

 ２ 受取手形及び売掛金 ※4 2,735,147 2,210,549 2,661,990

 ３ たな卸資産 1,089,717 1,557,107 1,110,066

 ４ その他 117,269 75,215 106,846

   貸倒引当金 △2,745 △2,588 △2,202

   流動資産合計 4,635,086 71.9 4,857,647 73.5 4,657,463 71.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

 (1) 建物及び構築物 ※1,2 604,521 569,347 586,506

 (2) 土地 ※2 610,880 606,047 610,880

 (3) その他 ※1 125,691 146,583 152,974

   有形固定資産合計 1,341,092 20.8 1,321,978 20.0 1,350,361 20.7

 ２ 無形固定資産

 (1) 連結調整勘定 1,409 1,006 1,208

 (2) その他 30,506 29,608 29,470

   無形固定資産合計 31,915 0.5 30,615 0.5 30,678 0.5

 ３ 投資その他の資産

 (1) その他 454,865 411,696 490,609

   貸倒引当金 △13,625 △16,225 △16,225

   投資その他の資産 
   合計

441,240 6.8 395,471 6.0 474,384 7.3

   固定資産合計 1,814,248 28.1 1,748,065 26.5 1,855,424 28.5

   資産合計 6,449,334 100.0 6,605,713 100.0 6,512,888 100.0



  

前中間連結会計期間末

(平成16年10月31日)

当中間連結会計期間末

(平成17年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成17年４月30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 ※4 1,777,333 1,964,672 1,945,853

 ２ 一年以内償還予定 
   社債

40,000 40,000 40,000

 ３ 短期借入金 ※2 1,809,727 1,206,054 1,578,308

 ４ その他 233,952 167,313 167,486

   流動負債合計 3,861,013 59.9 3,378,040 51.2 3,731,647 57.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 140,000 100,000 120,000

 ２ 長期借入金 ※2 646,590 643,508 837,455

 ３ 退職給付引当金 29,193 42,335 34,813

 ４ 役員退職慰労引当金 73,245 79,489 76,383

 ５ その他 ― 1,154 ―

   固定負債合計 889,029 13.8 866,486 13.1 1,068,652 16.4

   負債合計 4,750,042 73.7 4,244,526 64.3 4,800,299 73.7

   (少数株主持分)

  少数株主持分 ― ― ― ― ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 512,000 7.9 1,122,000 17.0 514,000 7.9

Ⅱ 資本剰余金 372,000 5.8 982,000 14.8 374,000 5.7

Ⅲ 利益剰余金 815,336 12.6 316,590 4.8 825,997 12.7

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

2,147 0.0 1,556 0.0 782 0.0

Ⅴ 自己株式 △2,192 △0.0 △60,961 △0.9 △2,192 △0.0

   資本合計 1,699,292 26.3 2,361,186 35.7 1,712,588 26.3

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

6,449,334 100.0 6,605,713 100.0 6,512,888 100.0



  

 
  

② 【中間連結損益計算書】

前中間連結会計期間

(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,727,893 100.0 2,329,277 100.0 5,319,481 100.0

Ⅱ 売上原価 1,679,350 61.6 1,515,582 65.1 3,366,954 63.3

   売上総利益 1,048,542 38.4 813,695 34.9 1,952,527 36.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 904,969 33.2 870,141 37.3 1,759,562 33.1

   営業利益又は 
   営業損失（△）

143,572 5.2 △56,446 △2.4 192,965 3.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 495 70 596

 ２ 受取配当金 2,690 2,644 3,042

 ３ 業務支援収入 4,200 ─ 4,200

 ４ 為替差益 772 3,606 1,409

 ５ その他 8,347 16,504 0.6 7,119 13,440 0.5 12,812 22,061 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 25,412 23,929 50,685

 ２ たな卸資産除却損 ― ― 4,244

 ３ 手形売却損 1,604 1,442 3,205

 ４ 新株発行費 ― 5,988 ―

 ５ その他 1,164 28,181 1.0 1,847 33,208 1.4 2,593 60,728 1.1

   経常利益又は 
   経常損失（△）

131,895 4.8 △76,214 △3.3 154,297 2.9

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 90 ― 633

 ２ 投資有価証券売却益 ― 90 0.0 9,006 9,006 0.4 9,285 9,918 0.2

Ⅶ 特別損失

 １ 会員権評価損 14,400 ― 17,000

 ２ 減損損失 ※2 ― 4,832 ―

 ３ 前期損益修正損 ― 14,400 0.5 272,387 277,220 11.9 ― 17,000 0.3

   税金等調整前中間（当期) 
   純利益又は税金等調整前 
   中間純損失（△）

117,586 4.3 △344,428 △14.8 147,216 2.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

50,533 9,137 61,121

   法人税等調整額 △13,541 36,992 1.3 76,588 85,726 3.7 △5,160 55,960 1.1

   中間（当期）純利益 
   又は中間純損失（△）

80,594 3.0 △430,154 △18.5 91,255 1.7



  

 
  

③ 【中間連結剰余金計算書】

前中間連結会計期間

(自 平成16年５月１日

至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年５月１日

至 平成17年10月31日)

前連結会計年度

(自 平成16年５月１日

至 平成17年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 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 370,000 374,000 370,000

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 増資による新株の発行 2,000 2,000 608,000 608,000 4,000 4,000

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末）残高 372,000 982,000 374,000

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 813,735 825,997 813,735

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 中間（当期）純利益 80,594 80,594 ― ― 91,255 91,255

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 78,992 79,252 78,992

 ２ 中間純損失 ― 78,992 430,154 509,407 ― 78,992

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末）残高 815,336 316,590 825,997



  

 
  

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16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30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

 １ 税金等調整前中間（当期）純利益 
   又は税金等調整前中間純損失（△）

117,586 △344,428 147,216

 ２ 減価償却費 46,181 47,602 100,246

 ３ 減損損失 ― 4,832 ―

 ４ 連結調整勘定償却額 201 201 402

 ５ 貸倒引当金の増減額(減少△) △90 386 △633

 ６ 受取利息及び受取配当金 △3,185 △2,714 △3,639

 ７ 支払利息 25,412 23,929 50,685

 ８ 売上債権の増減額(増加△) △245,189 451,440 △172,032

 ９ たな卸資産の増減額(増加△) 17,265 △447,041 △3,082

 10 仕入債務の増減額(減少△) △130,225 18,819 38,294

 11 退職給付引当金の増減額(減少△) 4,633 7,521 10,252

 12 役員退職慰労引当金の増減額(減少△) △1,355 3,105 1,783

 13 投資有価証券売却損益(利益△) ― △9,006 △9,285

 14 会員権評価損 14,400 ─ 17,000

 15 新株発行費 ─ 5,988 ―

 16 その他 63,497 10,309 13,389

    小計 △90,867 △229,053 190,596

 17 利息及び配当金の受取額 3,191 2,756 3,665

 18 利息の支払額 △24,590 △23,727 △50,128

 19 法人税等の支払額 △15,560 △17,850 △40,903

    営業活動によるキャッシュ・フロー △127,827 △267,875 103,230

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の増減額(増加△) △2,723 21,679 △6,949

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △24,484 △22,871 △88,668

 ３ 有形固定資産の売却による収入 2,729 1,970 6,565

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △5,469 △12,074 △80,841

 ５ 投資有価証券の売却による収入 ― 53,120 47,052

 ６ 貸付けによる支出 △41,250 ― △41,250

 ７ 貸付金の回収による収入 40,810 2,585 42,545

 ８ その他 13,538 △4,042 11,033

    投資活動によるキャッシュ・フロー △16,847 40,367 △110,512

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額(増加△) 73,000 △266,000 △239,000

 ２ 長期借入れによる収入 200,000 50,000 650,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △225,256 △350,201 △403,810

 ４ 社債の償還による支出 △20,000 △20,000 △40,000

 ５ 株式の発行による収入 4,000 1,210,011 8,000

 ６ 自己株式の取得による支出 ― △58,769 ―

 ７ 配当金の支払額 △78,992 △79,252 △78,992

    財務活動によるキャッシュ・フロー △47,248 485,789 △103,802

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少△) △191,924 258,281 △111,085

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 644,938 533,853 644,938

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末（期末）残高

453,013 792,134 533,853



  

 
  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

１ 連結の範囲に関する事項
 (1) 連結子会社の数

 子会社１社を連結しておりま
す。
連結子会社の名称
株式会社東研アイ・ディーシス

テム

なお、連結子会社であった東

研電子部品販売株式会社及び株

式会社東研テクノは、平成16年

８月１日付で当社が吸収合併し

ているため連結の範囲から除外

しております。

１ 連結の範囲に関する事項
 (1) 連結子会社の数

子会社１社を連結しておりま

す。

連結子会社の名称

株式会社東研アイ・ディーシス

テム

１ 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数

子会社１社を連結しておりま
す。
連結子会社の名称
株式会社東研アイ・ディーシス

テム

なお、連結子会社であった東

研電子部品販売株式会社及び株

式会社東研テクノは、平成16年

８月１日付で当社が吸収合併し

ているため連結の範囲から除外

しております。
 (2) 主要な非連結子会社名

─────
 (2) 主要な非連結子会社名

東研X線検査株式会社

TOHKEN USA,INC.

(2) 主要な非連結子会社名
東研X線検査株式会社

TOHKEN USA,INC.

 連結の範囲から除いた理由
 非連結子会社２社は、いずれ

も小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。

連結の範囲から除いた理由
 非連結子会社２社は、いずれ

も小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

２ 持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない関連会社の

うち主要な会社等の名称
日東研科技股份有限公司
健普計算機自動識別與軟件技

術有限公司

株式会社賢岩エンジニアリン

グ

株式会社ティーエスアイ

２ 持分法の適用に関する事項
  持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称

東研X線検査株式会社

TOHKEN USA,INC.
日東研科技股份有限公司

健普計算機自動識別與軟件技

術有限公司

株式会社賢岩エンジニアリン

グ

株式会社ティーエスアイ

２ 持分法の適用に関する事項
  持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称

同左

持分法を適用しない理由
持分法非適用会社４社について

は、それぞれ中間純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲から

除外しております。

持分法を適用しない理由
持分法非適用会社６社について

は、それぞれ中間純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲から

除外しております。

持分法を適用しない理由
持分法非適用会社６社について

は、それぞれ当期純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲から

除外しております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関
する事項
連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しており
ます。

３ 連結子会社の中間決算日等に関
する事項
同左

３ 連結子会社の事業年度等に関す
る事項
連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。



  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

４ 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
     中間連結会計期間末日の

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)
によっております。

４ 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
     同左

４ 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
     連結会計年度末日の市場

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)によ
っております。

     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。

     時価のないもの
     同左

     時価のないもの
     同左

  ② たな卸資産
    製品・仕掛品
    主として月次移動平均法に

よる原価法によっておりま
す。

  ② たな卸資産
    製品・仕掛品
    同左

  ② たな卸資産
    製品・仕掛品
    同左

    商品・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。

    商品・原材料
    同左

    商品・原材料
    同左

    貯蔵品
    終仕入原価法によってお

ります。

    貯蔵品
    同左

    貯蔵品
    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
    定率法によっております。
    ただし、諏訪工場及び平成

10年４月１日以降取得した建
物(建物附属設備は除く)につ
いては定額法によっておりま
す。

 (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 無形固定資産及び長期前払
費用

    定額法によっております。
    なお、ソフトウェア(自社

利用)については、社内にお
ける見込利用可能期間（５
年）に基づく定額法によって
おります。

  ② 無形固定資産及び長期前払
費用

    同左

  ② 無形固定資産及び長期前払
費用

    同左

─────  (3) 重要な繰延資産の処理方法
新株発行費
支出時に全額費用処理して

おります。 
 なお、新株発行費は中間連
結損益計算書上、営業外費用
に計上しております。

─────



 

  

前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

 (4) 重要な引当金の計上基準
  ① 貸倒引当金
    債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒
実績率等により、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。

 (4) 重要な引当金の計上基準
  ① 貸倒引当金
    同左

 (4) 重要な引当金の計上基準
  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、当中間

連結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。

  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、当連結

会計年度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。

  ③ 役員退職慰労引当金

    役員に対する退職慰労金の

支給に備えるため、内規によ

る当中間連結会計期間末要支

給額を計上しております。

  ③ 役員退職慰労引当金

    同左

  ③ 役員退職慰労引当金

    役員に対する退職慰労金の

支給に備えるため、内規によ

る当連結会計年度末要支給額

を計上しております。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

準じた会計処理方法によってお

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) 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方法

   税抜方式によっております。

 (6) 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方法

   同左

 (6) 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方法

   同左

５ 中間連結キャッシュ・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

預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期の到来する流動性の高い、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

負わない短期投資を計上しており

ます。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

  同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

  同左



  

  

 
  

  

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16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から「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。 

 これにより税金等調整前中間純損

失が4,832千円増加しております。

―――――

追加情報

前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」(平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対応

報告第12号)に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販

売費及び一般管理費に計上しており

ます。この結果、販売費及び一般管

理費が3,793千円増加し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前中間

純利益が、3,793千円減少しており

ます。

―――――  「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当連結会計年度から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第

12号)に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が

7,408千円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益

が、7,408千円減少しております。



  

 
  

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16年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成17年10月31日)

前連結会計年度末 
(平成17年４月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

1,003,710千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

1,086,037千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

1,047,230千円

※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。

建物 423,069千円

土地 579,045千円

 計 1,002,114千円

※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。

建物 405,005千円

土地 574,212千円

計 979,217千円

※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。

建物 413,902千円

土地 579,045千円

計 992,948千円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。

短期借入金 1,058,000千円

長期借入金 
(一年以内返
済予定長期
借入金を含
む)

714,775千円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。

短期借入金 450,000千円

長期借入金
(一年以内返
済予定長期
借入金を含
む)

853,012千円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。

短期借入金 716,000千円

長期借入金 
(一年以内返
済予定長期
借入金を含
む)

1,032,213千円

 ３ 受取手形割引高

239,995千円

 ３ 受取手形割引高

121,703千円

 ３ 受取手形割引高

314,114千円

※４ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、満期

日に決済が行われたものとして

処理しております。

 なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形を、中間連結会計期間

末日に決済が行われたものとし

て処理しております。

 受取手形 5,548千円

 支払手形 13,887千円

――――― ※４ 連結会計年度末日満期手形の

会計処理については、満期日に

決済が行われたものとして処理

しております。

 なお、当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形

を、連結会計年度末日に決済が

行われたものとして処理してお

ります。

受取手形 2,954千円

支払手形 20,349千円



  

 
  

  

  

  

 
  

(中間連結損益計算書関係)

 

前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

※１ 販売費及び一般管理費の主な

内訳

給料諸手当 420,789千円

研究開発費 183,323千円

※１ 販売費及び一般管理費の主な

内訳

給料諸手当 366,719千円

研究開発費 202,701千円

※１ 販売費及び一般管理費の主な

内訳

給料諸手当 790,870千円

研究開発費 374,072千円

―――――

 

※２ 減損損失

 当社グループは以下の資産に

ついて減損損失を計上しまし

た。

用途 種類 場所
金額
(千円)

遊休 土地
長野県
諏訪郡

4,832

（経緯）

 上記の土地は、社宅用として

購入しましたが、現在は遊休資

産となっております。地価も著

しく下落しているため、減損損

失を認識いたしました。

（グルーピングの方法）

 事業別を基本とし、遊休資産

については個々の物件単位でグ

ルーピングをしております。

（回収可能価額の算定方法等）

 回収可能価額は正味売却価額

とし、固定資産税評価額に基づ

いて算定しております。

―――――

(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16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30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

平成16年10月31日現在

現金及び預金勘定 695,696千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金

△242,683千円

現金及び 
現金同等物

453,013千円

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

平成17年10月31日現在

現金及び預金勘定 1,017,364千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△225,229千円

現金及び
現金同等物

792,134千円

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４月30日現在

現金及び預金勘定 780,762千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金

△246,909千円

現金及び
現金同等物

533,853千円



  

  

 
  

  

(リース取引関係)

前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30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

18,856 13,980 4,875

合計 18,856 13,980 4,875

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

7,921 4,812 3,108

合計 7,921 4,812 3,108

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

7,921 4,020 3,900

合計 7,921 4,020 3,900

(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。

(注)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

１年以内 1,766千円

１年超 3,108千円

 計 4,875千円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 1,388千円

１年超 1,720千円

 計 3,108千円

２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 1,535千円

１年超 2,365千円

計 3,900千円

(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。

(注)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

支払リース料 1,885千円

減価償却費相当額 1,885千円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 792千円

減価償却費相当額 792千円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 2,860千円

減価償却費相当額 2,860千円

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



  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

前中間連結会計期間末(平成16年10月31日)、当中間連結会計期間末(平成17年10月31日)及び前連結会計

年度末(平成17年４月30日)において当社グループはデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事

項はありません。 

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成16年10月31日)

 １ 時価のある有価証券

区分 取得原価(千円) 中間連結貸借対照表計上額(千円) 差額(千円)

その他有価証券

株式 67,617 72,241 4,623

 ２ 時価評価されていない主な有価証券

区分 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（店頭売買株式を除く） 130,550

当中間連結会計期間末(平成17年10月31日)

 １ 時価のある有価証券

区分 取得原価(千円) 中間連結貸借対照表計上額(千円) 差額(千円)

その他有価証券

株式 12,294 12,614 319

 ２ 時価評価されていない主な有価証券

区分 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 132,050

前連結会計年度末(平成17年４月30日)

 １ 時価のある有価証券

区分 取得原価(千円) 連結貸借対照表計上額(千円) 差額(千円)

その他有価証券

株式 44,334 44,328 △5

 ２ 時価評価されていない主な有価証券

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式 131,070

(デリバティブ取引関係)



  

 
  

  

 
  

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各事業の主な製品 

(1) バーコード関連事業……バーコードリーダ、２次元コードリーダ(イメージャー)及び関連機器等 

(2) Ｘ線事業…………………食品異物検査装置、X線顕微検査装置等 

(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16年５月１日 至 平成16年10月31日)

バーコード
関連事業 
(千円)

X線事業
(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 2,390,429 337,463 2,727,893 ― 2,727,893

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

7,095 ― 7,095 (7,095) ―

計 2,397,525 337,463 2,734,988 (7,095) 2,727,893

営業費用 2,239,843 351,572 2,591,416 (7,095) 2,584,320

営業利益又は営業損失(△) 157,681 △14,109 143,572 ― 143,572

当中間連結会計期間(自 平成17年５月１日 至 平成17年10月31日)

バーコード
関連事業 
(千円)

X線事業
(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 2,033,536 295,741 2,329,277 ― 2,329,277

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― (   ―) ―

計 2,033,536 295,741 2,329,277 (   ―) 2,329,277

営業費用 2,037,616 348,107 2,385,724 (   ―) 2,385,724

営業損失(△) △4,080 △52,365 △56,446 ― △56,446

前連結会計年度(自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日)

バーコード
関連事業 
(千円)

X線事業
(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 4,782,944 536,537 5,319,481 ― 5,319,481

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

7,095 ― 7,095 (7,095) ―

計 4,790,039 536,537 5,326,576 (7,095) 5,319,481

営業費用 4,501,359 632,252 5,133,611 (7,095) 5,126,516

営業利益又は営業損失(△) 288,679 △95,714 192,965 ― 192,965



  

前中間連結会計期間(自 平成16年５月１日 至 平成16年10月31日)、当中間連結会計期間(自 平成

17年５月１日 至 平成17年10月31日)及び前連結会計年度(自 平成16年５月１日 至 平成17年４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在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間(自 平成16年５月１日 至 平成16年10月31日)、当中間連結会計期間(自 平成

17年５月１日 至 平成17年10月31日)及び前連結会計年度(自 平成16年５月１日 至 平成17年４月

30日) 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】



  

 
  

(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及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算

定上の基礎  

  

 
  

  

    該当事項はありません。 

  

  

(１株当たり情報)

前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

１株当たり純資産額 279円20銭 １株当たり純資産額 303円56銭 １株当たり純資産額 280円92銭

１株当たり中間純利益 13円25銭 １株当たり中間純損失(△) △67円73銭 １株当たり当期純利益 14円99銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

13円16銭
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
失である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

14円90銭

前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

１株当たり中間(当期)純利益
又は１株当たり中間純損失

中間(当期)純利益又は 
中間純損失（△）(千円)

80,594 △430,154 91,255

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
又は中間純損失（△）(千円)

80,594 △430,154 91,255

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,083 6,350 6,086

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

普通株式増加数(千株) 39 ― 38

(うち新株引受権)(千株) 39 ― 38

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

新株予約権
株主総会の特別決議日 
平成14年７月24日 
（新株予約権  233個）

新株予約権
株主総会の特別決議日 
平成13年１月29日 
（新株引受権80,000株）
平成14年７月24日 
（新株予約権 229個） 
平成17年７月26日 
（新株予約権 200個）

新株予約権 
株主総会の特別決議日 
平成14年７月24日 
（新株予約権  232個）

(重要な後発事象)



  

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(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 金額は、販売価格によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当社製品の大部分は見込生産であるため、記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(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 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については、当該割合が100分の10未

満であるため記載を省略しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

生産実績

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

バーコード関連事業 608,817 △25.3

X線事業 204,876 ＋75.6

合計 813,693 △12.7

仕入実績

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同期比(％)

バーコード関連事業 1,036,839 △10.0

X線事業 121,828 ＋3.0

合計 1,158,667 △8.8

(2) 受注実績

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

バーコード関連事業 2,033,536 △14.9

X線事業 295,741 △12.4

合計 2,329,277 △14.6



 
平成17年12月16日

 

   

 

 

 

 

 
1. 17年10月中間期の業績（平成17年５月１日～平成17年10月31日） 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 18年４月期の連結業績予想（平成17年５月１日～平成18年４月30日） 

 

 
※上記の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ます。実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

平成18年４月期 個別中間財務諸表の概要

会  社  名 株式会社 東 研 上場取引所 ＪＱ

コ ー ド 番 号 6738 本社所在都道府県 東京都

（ＵＲＬ  http://www.tohken.co.jp/）

代  表  者 役  職 名 代表取締役社長

氏    名 小平 学

問 い 合 わ せ 先 責任者役職名 取締役総務部長

氏    名 大類 隆義 TEL (03)5325－4321(代表)  

決算取締役会開催日 平成17年12月16日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成─年─月─日 単元株制度の採用の有無 有（１単元 1,000株）

(1) 経営成績 (百万円未満切捨)

売上高 営業利益 経常利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年10月中間期 2,127 （△12.6） △64 （ ─ ） △66 （ ─ ）
16年10月中間期 2,433 （△ 2.6） 83 （△24.3） 81 （△27.2）

17年４月期 4,803 115 87

中間（当期）純利益 １株当たり中間（当期）純利益
百万円 ％ 円 銭

17年10月中間期 △417 （ ─ ） △65 67
16年10月中間期 44 （△43.9） 7 28

17年４月期 44 7 38

(注)1.期中平均株式数 17年10月中間期 6,350,669株 16年10月中間期 6,083,228株 17年４月期 6,086,479株

2.会計処理の方法の変更 無

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

(2) 配当状況

１株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金
百万円 ％ 円 銭

17年10月中間期 0 0 ─
16年10月中間期 0 0 ─

17年４月期 ─ 13 00

(3) 財政状態

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
百万円 百万円 ％ 円 銭

17年10月中間期 6,355 2,333 36.7 300 06

16年10月中間期 6,204 1,668 26.9 274 19

17年４月期 6,236 1,672 26.8 274 31

(注)1.期末発行済株式数 17年10月中間期 7,778,360株 16年10月中間期 6,086,360株 17年４月期 6,096,360株

2.期末自己株式数 17年10月中間期 86,640株 16年10月中間期 3,640株 17年４月期 3,640株

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期  末
百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通 期 5,200 205 130 13 00 13 00

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 16円 71銭



  

 
  

７ 【中間個別財務諸表】

(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16年10月31日)

当中間会計期間末

(平成17年10月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年４月30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 633,446 952,973 646,189

 ２ 受取手形 ※5 155,191 361,842 221,092

 ３ 売掛金 2,418,457 1,692,140 2,323,563

 ４ たな卸資産 1,084,672 1,548,144 1,102,944

 ５ その他 112,903 72,539 102,722

   貸倒引当金 △781 △806 △775

   流動資産合計 4,403,890 71.0 4,626,834 72.8 4,395,736 70.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※1,2 593,539 559,816 576,309

  (2) 土地 ※2 610,880 606,047 610,880

  (3) その他 ※1 134,669 154,804 161,578

   有形固定資産合計 1,339,088 21.6 1,320,667 20.8 1,348,767 21.6

 ２ 無形固定資産

  (1) その他 30,287 29,390 29,251

   無形固定資産合計 30,287 0.5 29,390 0.5 29,251 0.5

 ３ 投資その他の資産

  (1) その他 444,911 394,450 479,204

    貸倒引当金 △13,625 △16,225 △16,225

   投資その他の資産 
   合計

431,286 6.9 378,225 5.9 462,979 7.4

   固定資産合計 1,800,662 29.0 1,728,283 27.2 1,840,998 29.5

   資産合計 6,204,552 100.0 6,355,118 100.0 6,236,735 100.0



  

前中間会計期間末

(平成16年10月31日)

当中間会計期間末

(平成17年10月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成17年４月30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 ※5 691,821 573,214 646,881

 ２ 買掛金 930,327 1,231,668 1,121,515

 ３ 一年以内償還予定 
   社債

40,000 40,000 40,000

 ４ 短期借入金 ※2 1,798,543 1,195,854 1,567,524

 ５ その他 ※4 213,706 159,348 143,397

流動負債合計 3,674,398 59.2 3,200,085 50.4 3,519,318 56.4

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 140,000 100,000 120,000

 ２ 長期借入金 ※2 625,032 606,258 821,089

 ３ 退職給付引当金 29,082 42,169 34,679

 ４ 役員退職慰労引当金 67,225 71,482 69,339

 ５ その他 ― 1,154 ―

   固定負債合計 861,340 13.9 821,064 12.9 1,045,108 16.8

   負債合計 4,535,738 73.1 4,021,149 63.3 4,564,426 73.2

(資本の部)

Ⅰ 資本金 512,000 8.3 1,122,000 17.7 514,000 8.2

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 372,000 982,000 374,000

   資本剰余金合計 372,000 6.0 982,000 15.4 374,000 6.0

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 44,392 44,392 44,392

 ２ 任意積立金 420,000 420,000 420,000

 ３ 中間(当期)未処分利益
又は中間未処理損失
(△)

320,531 △175,144 321,173

   利益剰余金合計 784,923 12.6 289,247 4.5 785,565 12.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

2,082 0.0 1,682 0.0 935 0.0

Ⅴ 自己株式 △2,192 △0.0 △60,961 △0.9 △2,192 △0.0

   資本合計 1,668,814 26.9 2,333,968 36.7 1,672,308 26.8

   負債資本合計 6,204,552 100.0 6,355,118 100.0 6,236,735 100.0



  

 
  

 ② 【中間損益計算書】

前中間会計期間

(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間会計期間

(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,433,400 100.0 2,127,488 100.0 4,803,003 100.0

Ⅱ 売上原価 1,528,363 62.8 1,368,265 64.3 3,055,519 63.6

   売上総利益 905,037 37.2 759,223 35.7 1,747,484 36.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 821,592 33.8 823,910 38.7 1,631,756 34.0

   営業利益又は 
   営業損失（△）

83,444 3.4 △64,687 △3.0 115,728 2.4

Ⅳ 営業外収益 ※1 25,005 1.0 30,257 1.4 30,557 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※2 27,326 1.1 32,266 1.5 59,188 1.2

   経常利益又は 
   経常損失（△）

81,124 3.3 △66,696 △3.1 87,096 1.8

Ⅵ 特別利益 ※3 1,372 0.1 8,629 0.4 10,089 0.2

Ⅶ 特別損失
※ 
4,5

14,400 0.6 277,220 13.1 17,000 0.3

   税引前中間（当期） 
   純利益又は税引前 
   中間純損失（△）

68,096 2.8 △335,286 △15.8 80,185 1.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

38,662 6,623 41,249

   法人税等調整額 △14,834 23,827 1.0 75,155 81,778 3.8 △5,973 35,275 0.8

   中間（当期）純利益 
   又は中間純損失（△)

44,268 1.8 △417,065 △19.6 44,910 0.9

   前期繰越利益 232,038 241,920 232,038

   合併による 
   未処分利益受入額

55,449 ─ 55,449

   合併による 
   抱合株式消却損

11,224 ─ 11,224

中間(当期)未処分利益
又は中間未処理損失(△)

320,531 △175,144 321,173



  

 
  

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16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前事業年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

   子会社株式及び関連会社株式

   移動平均法による原価法によ

っております。

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

   子会社株式及び関連会社株式

   同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

   子会社株式及び関連会社株式

   同左

   その他有価証券

    時価のあるもの

    中間会計期間末日の市場価

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）によっておりま

す。

   その他有価証券

    時価のあるもの

    同左

   その他有価証券

    時価のあるもの

    事業年度末日の市場価格等

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）によっておりま

す。

    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。

    時価のないもの 

    同左

    時価のないもの 

    同左

 (2) たな卸資産

   製品・仕掛品

   月次移動平均法による原価法

によっております。

 (2) たな卸資産

   製品・仕掛品

   同左

 (2) たな卸資産 

   製品・仕掛品 

   同左

   商品・原材料

   移動平均法による原価法によ

っております。

   商品・原材料

   同左

   商品・原材料 

   同左

   貯蔵品

   終仕入原価法によっており

ます。

   貯蔵品

   同左

   貯蔵品 

   同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法によっております。

   ただし、諏訪工場及び平成10

年４月１日以降取得した建物

（建物附属設備は除く）につい

ては定額法によっております。

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) 無形固定資産及び長期前払費

用

   定額法によっております。

   なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における

見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

 (2) 無形固定資産及び長期前払費

用

   同左

 (2) 無形固定資産及び長期前払費

用

   同左

――――― ３ 繰延資産の処理方法
   新株発行費

支出時に全額費用処理してお
ります。
なお、新株発行費は中間損益

計算書上、営業外費用に計上し

ております。

―――――



 
  

前中間会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前事業年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実

績率等により、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。

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   同左

４ 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るた

め、事業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、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。

 (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るた

め、事業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、当事業年度末において

発生していると認められる額を

計上しております。

 (3) 役員退職慰労引当金

   役員に対する退職慰労金の支

給に備えるため、内規による当

中間期末要支給額を計上してお

ります。

 (3) 役員退職慰労引当金

   同左

 (3) 役員退職慰労引当金

   役員に対する退職慰労金の支

給に備えるため、内規による期

末要支給額を計上しておりま

す。

５ リース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に準じた会

計処理方法によっております。

５ リース取引の処理方法

  同左

５ リース取引の処理方法

  同左

６ その他中間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方法

  税抜方式によっております。

６ その他中間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方法

  同左

６ その他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方法

  同左



  

  

 
  

  

  

 
  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前事業年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30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。 

 これにより税引前中間純損失が

4,832千円増加しております。

―――――

追加情報

前中間会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前事業年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第

12号)に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が

3,793千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益が、

3,793千円減少しております。

―――――  「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」(平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12号)

に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。この結

果、販売費及び一般管理費が7,408

千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が、7,408千円

減少しております。



  

  

 
  

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 
(平成16年10月31日)

当中間会計期間末
(平成17年10月31日)

前事業年度末 
(平成17年４月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額
1,002,206千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額
1,083,840千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額
1,045,317千円

※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。

建物 423,069千円

土地 579,045千円

 計 1,002,114千円

※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。

建物 405,005千円

土地 574,212千円

計 979,217千円

※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。

建物 413,902千円

土地 579,045千円

計 992,948千円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。

短期借入金 1,058,000千円

長期借入金 
(一年以内返
済予定長期
借入金を含
む)

714,775千円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。

短期借入金 450,000千円

長期借入金
(一年以内返
済予定長期
借入金を含
む)

853,012千円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。

短期借入金 716,000千円

長期借入金 
(一年以内返
済予定長期
借入金を含
む)

1,032,213千円

 

※３ 当中間期中の発行済株式数の

増加内訳

新株予約権の行使

(1)発行株式数

10,000株

(2)発行価格

１株につき400円

(3)資本組入額

１株につき200円

(4)資本組入額の総額

2,000千円

 

 

※３ 当中間期中の発行済株式数の

増加内訳

新株予約権の行使

(1)発行株式数

65,000株

(2)発行価格

１株につき400円

(3)資本組入額

１株につき200円

(4)資本組入額の総額

13,000千円

第三者割当による新株式の発
行

(1)発行株式数

1,700,000株

(2)発行価格

１株につき700円

(3)資本組入額

１株につき350円

(4)資本組入額の総額

595,000千円

 

※３ 当期中の発行済株式数の増加

内訳

新株予約権の行使

(1)発行株式数

20,000株

(2)発行価格

１株につき400円

(3)資本組入額

１株につき200円

(4)資本組入額の総額

4,000千円

 ４ 受取手形割引高

 228,611千円

 ４ 受取手形割引高

115,993千円

 ４ 受取手形割引高

290,805千円

※５ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。

※５ 消費税等の取扱い

   同左

―――――



   

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成16年10月31日)

当中間会計期間末
(平成17年10月31日)

前事業年度末 
(平成17年４月30日)

※６ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、満期日に

決済が行われたものとして処理

しております。

   なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

を、中間会計期間末日に決済が

行われたものとして処理してお

ります。

 受取手形 5,548千円

 支払手形 13,887千円

―――――

 

※６ 事業年度末日満期手形の会計

処理については、満期日に決済

が行われたものとして処理して

おります。

   なお、当事業年度末日が金融

機関の休日であったため、次の

事業年度末日満期手形を、事業

年度末日に決済が行われたもの

として処理しております。

受取手形 2,954千円

支払手形 20,349千円

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前事業年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

※１ 営業外収益の主な内訳

受取利息 528千円

受取配当金 10,690千円

※１ 営業外収益の主な内訳

受取利息 70千円

受取配当金 19,559千円

※１ 営業外収益の主な内訳

受取利息 630千円

受取配当金 11,042千円

※２ 営業外費用の主な内訳

支払利息 23,394千円

※２ 営業外費用の主な内訳

支払利息 22,574千円

新株発行費 5,988千円

※２ 営業外費用の主な内訳

支払利息 47,613千円

 

※３ 特別利益の主な内訳

貸倒引当金 
戻入益

1,372千円

 

※３ 特別利益の主な内訳

投資有価証券
売却益

8,629千円

※３ 特別利益の主な内訳
貸倒引当金 
戻入益 1,378千円

投資有価証券 
売却益 8,710千円

 

※４ 特別損失の主な内訳

会員権評価損 14,400千円

※４ 特別損失の主な内訳

減損損失 4,832千円

前期損益修正損 272,387千円
 

※４ 特別損失の主な内訳

会員権評価損 17,000千円

―――――

 

※５ 減損損失

 当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額
(千円)

遊休 土地
長野県
諏訪郡

4,832

（経緯）

 上記の土地は、社宅用として

購入しましたが、現在は遊休資

産となっております。地価も著

しく下落しているため、減損損

失を認識いたしました。

（グルーピングの方法）

 事業別を基本とし、遊休資産

については個々の物件単位でグ

ルーピングをしております。

（回収可能価額の算定方法等）

 回収可能価額は正味売却価額

とし、固定資産税評価額に基づ

いて算定しております。

―――――

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 42,931千円

無形固定資産 2,545千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 44,606千円

無形固定資産 2,683千円

６ 減価償却実施額

有形固定資産 93,863千円

無形固定資産 5,193千円



  

  

 
  

前中間会計期間末(平成16年10月31日)、当中間会計期間末(平成17年10月31日)及び前事業年度末(平

成17年４月30日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(リース取引関係)

前中間会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前事業年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30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

18,856 13,980 4,875

合計 18,856 13,980 4,875

(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。

 

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

7,921 4,812 3,108

合計 7,921 4,812 3,108

(注)同左 
 

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

7,921 4,020 3,900

合計 7,921 4,020 3,900

(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

１年以内 1,766千円

１年超 3,108千円

 計 4,875千円

(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。

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 1,388千円

１年超 1,720千円

 計 3,108千円

(注)同左 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,535千円

１年超 2,365千円

計 3,900千円

(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

支払リース料 1,885千円

減価償却費 
相当額

1,885千円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 792千円

減価償却費
相当額

792千円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 2,860千円

減価償却費 
相当額

2,860千円

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

(有価証券関係)



  

  

 
  

(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及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算

定上の基礎 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

  
  

(１株当たり情報)

前中間会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前事業年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

１株当たり純資産額 274円19銭 １株当たり純資産額 300円06銭 １株当たり純資産額 274円31銭

１株当たり中間純利益 ７円28銭 １株当たり中間純損失(△)△65円67銭 １株当たり当期純利益 ７円38銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

７円23銭
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
失である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

７円33銭

前中間会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前事業年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

１株当たり中間(当期)純利益
又は１株当たりは中間純損失

 中間(当期)純利益又は 
 中間純損失（△）(千円)

44,268 △417,065 44,910

 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 
 又は中間純損失（△）(千円)

44,268 △417,065 44,910

 普通株式の期中平均株式数(千株) 6,083 6,350 6,086

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益

 中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

 普通株式増加数(千株) 39 ― 38

 (うち新株引受権)(千株) 39 ― 38

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

新株予約権
株主総会の特別決議日 
平成14年７月24日 
（新株予約権  233個）

新株予約権
株主総会の特別決議日 
平成13年１月29日 
（新株引受権80,000株）
平成14年７月24日 
（新株予約権  229個）
平成17年７月26日 
（新株予約権  200個）

新株予約権 
株主総会の特別決議日 
平成14年７月24日 
（新株予約権  232個）

(重要な後発事象)


