
 
平成23年６月27日

  

  

  

  

  

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20年４月期 中間決算短信」の一部訂正について

訂正を行う決算短信

決算期 平成20年４月期 中間決算短信

発表日 平成19年12月25日



 
平成19年12月25日

 

   

 

   

 
1. 19年10月中間期の連結業績（平成19年５月１日～平成19年10月31日） 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
  

3. 20年４月期の連結業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30日） 

 

平成20年４月期 中間決算短信

上 場 会 社 名 株式会社 東 研 上場取引所 ＪＱ

コ ー ド 番 号 6738 URL  http://www.tohken.co.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)小平 学
問合せ先責任者 (役職名)取締役総務部長 (氏名)大類 隆義 TEL (03)5325－4321(代表)  

半期報告書提出予定日 平成20年１月30日

(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年10月中間期 2,451 （  5.7） △53 (  ―  ) △82 （ ─ ） △76 （ ─ ）
18年10月中間期 2,319 （ △0.4） △69 （ ─ ） △81 （ ─ ） △122 （ ─ ）

19年４月期 4,973 ─ △122 ― △149 ― △179 ―

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

円 銭 円 銭

19年10月中間期 △10 14 ─ ─
18年10月中間期 △15 79 ─ ─

19年４月期 △23 38 ─ ─

(参考) 持分法投資損益 19年10月中間期 ─百万円 18年10月中間期 ─百万円 19年４月期 ─百万円

(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

19年10月中間期 6,461 1,947 29.9 254 81

18年10月中間期 6,136 2,213 36.1 289 04

19年４月期 6,467 2,137 32.7 279 20

(参考) 自己資本 19年10月中間期 1,930百万円 18年10月中間期 2,213百万円 19年４月期 2,115百万円

(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

19年10月中間期 △196 45 26 410

18年10月中間期 282 △66 △446 517

19年４月期 △226 △171 138 534

１株当たり配当金

(基準日) 中間期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭

19年４月期 ─ ─ 13 00 13 00

20年４月期 ─ ─ ─ ─
13 00

20年４月期(予想) ─ ─ 13 00

(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 6,460 （29.9） 350 （ ─ ） 260 （ ─ ） 130 （ ─ ） 17 16



  
4. その他 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         有 

(注) 詳細は、14ページ「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」をご覧ください。 

  

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
② 期末自己株式数 

 
(注) １株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、19ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

  

1. 19年10月中間期の個別業績（平成19年５月１日～平成19年10月31日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

2. 20年４月期の個別業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30日） 

 

 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 （将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的
であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があ
ります。 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無

(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(3) 発行済株式数（普通株式）

19年10月中間期 7,926,000株 18年10月中間期 7,926,000株 19年４月期 7,926,000株

19年10月中間期 348,440株 18年10月中間期 267,440株 19年４月期 348,440株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年10月中間期 2,383 （ 13.1） △20 (  ―  ) △47 (  ―  ) △71 （ ─ ）
18年10月中間期 2,106 （ △1.0） △51 （ ─ ） △56 （ ─ ） △95 （ ─ ）

19年４月期 4,450 ― △61 ― △75 ― △111 ―

１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭

19年10月中間期 △9 47

18年10月中間期 △12 36

19年４月期 △14 52

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

19年10月中間期 6,282 2,014 32.1 265 85

18年10月中間期 5,921 2,251 38.0 294 03

19年４月期 6,271 2,197 35.0 289 96

(参考) 自己資本 19年10月中間期 2,014百万円 18年10月中間期 2,251百万円 19年４月期 2,197百万円

(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 6,060 （36.2） 382 （ ― ） 290 （ ― ） 142 （ ─ ） 18 74



当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な輸出や企業業績の改善に伴う設備投資の増加など

に支えられ、国内景気は緩やかな回復基調にて推移いたしましたが、景気の先行きは、米国のサブプラ

イムローン問題、原油価格の高騰、為替の不安定な変動などの懸念材料も抱えております。 

 このような環境のもと、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業

界に重点を置き営業展開を行ってまいりました。 

 バーコード関連事業は、ポータブルの２次元コードリーダ（イメージャー）、機械組込用固定式スキ

ャナなど新製品の販売と、運輸業界向けのプリンタの大口案件があったことから、イメージャーやプリ

ンタを中心に売上高は順調に推移いたしました。その結果、バーコード関連事業の売上高は前年同期比

1.7％増の19億93百万円となりました。しかし、Ｘ線事業は、携帯電話などに使われるリチウムイオン

電池の検査装置の売上高は順調に推移したものの、Ｘ線顕微鏡などの高額製品の売上高は大幅な減少と

なりました。その結果、Ｘ線事業の売上高は前年同期比27.9％増の４億57百万円となりました。 

 以上の結果、全体での当中間連結会計期間の連結売上高は前年同期比5.7％増の24億51百万円となり

ました。 

 利益面につきましては、原価低減と経費節減に努めたものの、売上高の減少による利益の減少と海外

子会社の赤字などにより、営業損失は53百万円（前年同期は営業損失69百万円）となり、経常損失は82

百万円（前年同期は経常損失81百万円）となりました。また、投資有価証券売却益８百万円等を特別利

益に、関係会社株式評価損15百万円を特別損失に計上した結果、中間純損失は76百万円（前年同期は中

間純損失１億22百万円）となりました。 

  

通期の見通しにつきましては、原油価格高騰による景気の落ち込み、為替動向の不透明さなど、企業

を取り巻く経営環境は厳しい状況になると予想されます。 

 当社グループにおきましては、このような経営環境下において、営業管理力及び技術開発力の一層の

強化により、収益力の向上を図ってまいります。また、海外においては、現地法人を中心とした代理店

網の構築を進めながら、海外市場をターゲットとする製品を投入していくことなどにより、中国をはじ

めとするアジア諸国、米国、ヨーロッパなどの海外市場への進出の強化を継続してまいります。 

 以上の状況を鑑み、通期の業績見通しにつきましては、連結売上高64億60百万円、連結営業利益３億

50百万円、連結経常利益２億60百万円、連結当期純利益１億30百万円と修正しております。 

  

（資産） 

 流動資産は、前期末比1.7％増の47億65百万円となりました。これは主として、受取手形及び売掛金

が増加したことによるものであります。 

 固定資産は、前期末比4.8％減の16億96百万円となりました。これは主として、投資有価証券が減少

したことによるものであります。 

 この結果、資産合計は、前期末比0.1％減の64億61百万円となりました。 

（負債） 

 流動負債は、前期末比5.1％増の39億79百万円となりました。これは主として、短期借入金が増加し

たことによるものであります。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当中間連結会計期間の概況

②通期の見通し

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況



 固定負債は、前期末比1.2％減の５億35百万円となりました。これは主として、社債が減少したこと

によるものであります。 

 この結果、負債合計は、前期末比4.3％増の45億14百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は、前期末比8.9％減の19億47百万円となりました。これは主として、中間純損失を計上

したこと、及び配当金の支払をしたことによるものであります。 

  

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」という）は、４億10

百万円であり、前年同期比では１億６百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加及び仕入債務の減少等により１億96百万円の

資金の減少となり、前年同期比でも同様の理由により４億79百万円の支出の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により45百万円の資金の増

加となり、前年同期比でも同様の理由により１億12百万円の収入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、借入金の増加等により26百万円の資金の増加となり、前年同

期比でも、同様の理由及び自己株式の取得による支出がなくなったこと等により、４億72百万円の収入

の増加となりました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：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算出しております。 

※ 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）により算出しております。 

※ キャッシュ・フローは、中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。有利子負債は、中間連結（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、利払いにつきましては、中間連結（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。 

※ キャッシュ・フロー対有利子負債比率の中間期での計算は、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。 

  

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。 

 このような方針に基づき、当事業年度は期末配当金といたしまして、１株当たり13円で、年間13円の

普通配当を予定しております。配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会でありま

す。 

 内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと研究開発費用として投入していくこ

ととしております。 

②キャッシュ・フローの状況

平成17年10月期 平成18年４月期 平成18年10月期 平成19年４月期 平成19年10月期

自己資本比率 35.7％ 37.6％ 36.1％ 32.7％ 29.9％

時価ベースの自己資本比率 73.7％ 60.2％ 61.8％ 55.1％ 52.7％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

─ ─ 263.8％ ─ ─

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

─ ─ 16.6倍 ─ ─

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当



当社グループは、当社、連結子会社５社(東研Ｘ線検査株式会社、Tohken USA, Inc.、株式会社ユー・

エム・サービス、Tohken Europe B.V.、株式会社ニヒコ)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。 

 なお、当社グループは、当中間連結会計期間末をみなし取得日とした資本連結により、株式会社ニヒコ

を当中間連結会計期間より連結子会社としております。また、平成19年５月１日付で、当社が株式会社東

研アイ・ディーシステム（当社の連結子会社）を吸収合併しております。 

（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。 

 Tohken USA, Inc.及びTohken Europe B.V.は、主として当社製品の販売を行っております。 

 株式会社ユー・エム・サービスは、主としてミリ波半導体の輸入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。 

 東研Ｘ線検査株式会社は、主としてＸ線検査装置による受託検査分析及び評価を行っております。 

  

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。 

 

２ 企業集団の状況

(1) バーコード関連事業

(2) Ｘ線事業



平成19年４月期決算短信（平成19年６月29日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

(当社ホームページ) 

 http://www.tohken.co.jp/ 

(ジャスダック証券取引所ホームページ（JASDAQインターネット開示システム）） 

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

  

３ 経営方針

(1)会社の経営の基本方針 

(2)目標とする経営指標 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

(4)会社の対処すべき課題



  

 
  

４ 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18年10月31日)

当中間連結会計期間末

(平成19年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成19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 742,566 641,517 760,106

 ２ 受取手形及び売掛金 1,855,913 2,061,633 1,919,708

 ３ たな卸資産 1,678,811 1,968,121 1,890,984

 ４ その他 95,115 97,822 119,240

   貸倒引当金 △2,312 △3,694 △4,542

   流動資産合計 4,370,094 71.2 4,765,401 73.7 4,685,496 72.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

 (1) 建物及び構築物 548,021 517,097 533,634

 (2) 土地 606,047 606,047 606,047

 (3) その他 150,159 185,222 168,412

   有形固定資産合計 1,304,228 21.3 1,308,367 20.3 1,308,094 20.2

 ２ 無形固定資産

 (1) のれん 604 38,258 19,718

 (2) その他 36,756 49,854 41,626

   無形固定資産合計 37,361 0.6 88,113 1.4 61,344 1.0

 ３ 投資その他の資産

 (1) その他 424,892 309,396 423,176

   貸倒引当金 △228 △9,507 △10,843

   投資その他の資産 
   合計

424,664 6.9 299,888 4.6 412,332 6.4

   固定資産合計 1,766,254 28.8 1,696,368 26.3 1,781,771 27.6

   資産合計 6,136,348 100.0 6,461,770 100.0 6,467,268 100.0



  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年10月31日)

当中間連結会計期間末

(平成19年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成19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 2,057,536 2,064,764 2,042,564

 ２ 一年以内償還予定 
   社債

40,000 40,000 40,000

 ３ 短期借入金 900,938 1,674,059 1,546,378

 ４ その他 263,820 200,571 159,148

   流動負債合計 3,262,296 53.2 3,979,395 61.6 3,788,091 58.5

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 60,000 20,000 40,000

 ２ 長期借入金 492,194 511,530 493,556

 ３ 退職給付引当金 27,245 3,586 4,952

 ４ 役員退職慰労引当金 79,174 ─ ─

 ５ その他 1,817 140 3,101

   固定負債合計 660,431 10.7 535,257 8.3 541,610 8.4

   負債合計 3,922,727 63.9 4,514,653 69.9 4,329,701 66.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,134,200 1,134,200 1,134,200

 ２ 資本剰余金 994,200 994,200 994,200

 ３ 利益剰余金 234,978 2,284 177,595

 ４ 自己株式 △155,304 △196,401 △196,401

   株主資本合計 2,208,074 36.0 1,934,283 29.9 2,109,594 32.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

2,047 △8,085 4,312

 ２ 為替換算調整勘定 3,498 4,639 1,762

   評価・換算差額等 
   合計

5,546 0.1 △3,446 △0.0 6,074 0.1

Ⅲ 少数株主持分 ─ ─ 16,280 0.2 21,897 0.4

   純資産合計 2,213,620 36.1 1,947,117 30.1 2,137,566 33.1

   負債純資産合計 6,136,348 100.0 6,461,770 100.0 6,467,268 100.0



  

 
  

(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成19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18年５月１日
至 平成19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 2,319,128 100.0 2,451,612 100.0 4,973,369 100.0

Ⅱ 売上原価 1,464,434 63.1 1,535,571 62.6 3,199,433 64.3

   売上総利益 854,693 36.9 916,041 37.4 1,773,936 35.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 924,461 39.9 969,217 39.6 1,896,644 38.2

営業損失（△） △69,767 △3.0 △53,176 △2.2 △122,708 △2.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 199 544 532

 ２ 受取配当金 2,045 2,726 2,763

 ３ 為替差益 1,632 ─ 3,922

 ４ 団体保険配当金 1,152 1,236 ─

 ５ 関係会社経営指導料 ─ 1,800 ─

 ６ その他 2,196 7,227 0.3 2,543 8,851 0.3 32,278 39,497 0.8

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 14,550 22,875 31,790

 ２ 為替差損 ─ 2,802 ─

 ３ たな卸資産除却損 ─ 4,811 23,343

 ４ 手形売却損 1,428 2,568 3,163

 ５ 債権売却損 2,099 3,536 5,792

 ６ その他 1,299 19,378 0.8 1,559 38,153 1.5 2,435 66,526 1.3

   経常損失（△） △81,919 △3.5 △82,478 △3.4 △149,737 △3.0

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 91 2,184 ─

 ２ 投資有価証券売却益 700 8,000 700

 ３ 役員退職慰労引当金 
   取崩益

─ 792 0.0 ─ 10,184 0.4 82,056 82,757 1.7

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 2,259 ─ 2,259

 ２ 関係会社株式評価損 ─ 15,000 ─

 ３ 投資有価証券評価損 ─ ─ 3,000

 ４ 関係会社整理損 ─ ─ 2,073

 ５ たな卸資産除却損 ─ 2,259 0.1 ─ 15,000 0.6 87,164 94,497 1.9

   税金等調整前中間 
   （当期)純損失（△）

△83,386 △3.6 △87,293 △3.6 △161,478 △3.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

40,431 7,431 14,148

   法人税等調整額 △1,616 38,814 1.7 △4,034 3,397 0.1 12,460 26,608 0.5

   少数株主損失(△) ─ ─ △13,888 △0.6 △8,502 △0.1

   中間（当期）純損失(△) △122,201 △5.3 △76,802 △3.1 △179,584 △3.6



 
（注）平成18年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

 
（注）平成19年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
  

 
（注）平成18年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日)

株主資本 評価・換算差額等

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

その他 
有価証券 

評価差額金

為替換算 
調整勘定

平成18年４月30日残高(千円) 1,134,200 994,200 458,428 △90,627 2,496,201 3,049 3,820 2,503,070

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △101,248 △101,248 △101,248

 中間純損失（△） △122,201 △122,201 △122,201

 自己株式の取得 △64,677 △64,677 △64,677

 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)

─ △1,002 △321 △1,323

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

― ― △223,449 △64,677 △288,126 △1,002 △321 △289,450

平成18年10月31日残高(千円) 1,134,200 994,200 234,978 △155,304 2,208,074 2,047 3,498 2,213,620

当中間連結会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日)

株主資本 評価・換算差額等

少数株主 
持分

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

その他
有価証券 
評価差額金

為替換算 
調整勘定

平成19年４月30日残高(千円) 1,134,200 994,200 177,595 △196,401 2,109,594 4,312 1,762 21,897  2,137,566

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △98,508 △98,508 △98,508

 中間純損失（△） △76,802 △76,802 △76,802

 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)

─ △12,398 2,876 △5,616 △15,138

中間連結会計期間中の変動額 
合計(千円)

─ ─ △175,310 ─ △175,310 △12,398 2,876 △5,616 △190,448

平成19年10月31日残高(千円) 1,134,200 994,200 2,284 △196,401 1,934,283 △8,085 4,639 16,280 1,947,117

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日)

株主資本 評価・換算差額等

少数株主 

持分
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

その他
有価証券 

評価差額金

為替換算 
調整勘定

平成18年４月30日残高(千円) 1,134,200 994,200 458,428 △90,627 2,496,201 3,049 3,820 ─ 2,503,070

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △101,248 △101,248 △101,248

 当期純損失（△） △179,584 △179,584 △179,584

 自己株式の取得 △105,774 △105,774 △105,774

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

─ 1,262 △2,057 21,897 21,102

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

─ ─ △280,832 △105,774 △386,606 1,262 △2,057 21,897 △365,504

平成19年４月30日残高(千円) 1,134,200 994,200 177,595 △196,401 2,109,594 4,312 1,762 21,897 2,137,566



  

 
  

(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18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31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18年５月１日
至 平成19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）純損失（△） △83,386 △87,293 △161,478

 ２ 減価償却費 43,518 60,298 98,267

 ３ のれん償却額 201 539 5,231

 ４ 貸倒引当金の増減額(減少△) △91 △2,184 12,475

 ５ 受取利息及び受取配当金 △2,244 △3,270 △3,295

 ６ 支払利息 14,550 22,875 37,583

 ７ 売上債権の増減額(増加△) 669,176 33,528 612,593

 ８ たな卸資産の増減額(増加△) △286,006 △76,968 △497,865

 ９ 仕入債務の増減額(減少△) 3,468 △189,447 △53,361

 10 退職給付引当金の増減額(減少△) 6,737 △1,365 △15,555

 11 役員退職慰労引当金の増減額(減少△) △3,325 ─ △82,499

 12 関係会社株式評価損 ─ 15,000 ―

 13 投資有価証券売却損益(利益△) △700 △8,000 △700

 14 その他 △7,358 38,104 △46,109

    小計 354,539 △198,184 △94,714

 15 利息及び配当金の受取額 2,205 3,104 3,162

 16 利息の支払額 △14,956 △25,485 △38,845

 17 法人税等の支払額 △58,801 23,602 △96,014

    営業活動によるキャッシュ・フロー 282,986 △196,963 △226,412

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△) △22 △171 △84

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △4,056 △36,424 △98,047

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △68,215 △11,058 △68,521

 ４ 連結範囲の変更に伴う 
   子会社株式の取得による支出

─ △9,452 ─

 ５ 投資有価証券の売却による収入 9,492 108,000 9,492

 ６ 貸付けによる支出 ― △2,750 △5,000

 ７ 貸付金の回収による収入 442 1,251 1,364

 ８ その他 △4,638 △3,503 △10,995

    投資活動によるキャッシュ・フロー △66,997 45,889 △171,791

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(減少△) △264,000 150,200 350,000

 ２ 長期借入れによる収入 229,742 234,000 448,819

 ３ 長期借入金の返済による支出 △226,431 △239,552 △413,636

 ４ 社債の償還による支出 △20,000 △20,000 △40,000

 ５ 配当金の支払額 △101,248 △98,508 △101,248

 ６ 自己株式の取得による支出 △64,677 ─ △105,774

    財務活動によるキャッシュ・フロー △446,614 26,139 138,160

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 165 1,100 470

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少△) △230,460 △123,832 △259,573

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 747,751 534,769 747,751

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び
  現金同等物の増加額

― ─ 46,591

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※1 517,291 410,937 534,769



  

 
  

(5) 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18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19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３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
東研Ｘ線検査株式会社

Tohken USA, Inc.

１ 連結の範囲に関する事項
 (1) 連結子会社の数

 子会社５社を連結しておりま

す。

 連結子会社の名称
東研Ｘ線検査株式会社

Tohken USA, Inc.
株式会社ユー・エム・サービ
ス
Tohken Europe B.V.

株式会社ニヒコ

 株式会社ニヒコは平成19年７

月25日の株式取得に伴い当中間

連結会計期間より連結子会社と

なりました。なお、みなし取得

日を当中間連結会計期間末とし

ているため、当中間連結会計期

間は中間貸借対照表のみを連結

しております。 

 従来、連結子会社であった株

式会社東研アイ・ディーシステ

ムについては、平成19年５月１

日付にて当社が吸収合併してお

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５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

東研Ｘ線検査株式会社

Tohken USA, Inc.
株式会社ユー・エム・サービ
ス
Tohken Europe B.V.

 前連結会計年度において非連

結子会社であった株式会社ユ

ー・エム・サービス及びTohken 

 Europe B.V.は、重要性が増し

たことにより当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めておりま

す。

 (2) 主要な非連結子会社名
Tohken Europe B.V.

株式会社ユー・エム・サービ
ス

   東研(上海)電子貿易有限公司

 (2) 主要な非連結子会社名
   東研(上海)電子貿易有限公司

(2) 主要な非連結子会社名
   東研(上海)電子貿易有限公司

 連結の範囲から除いた理由
 非連結子会社３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
 非連結子会社は、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
 非連結子会社は、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非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称

Tohken Europe B.V.

株式会社ユー・エム・サービ
ス
東研(上海)電子貿易有限公司

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(上海)電子貿易有限公司

日東研科技股份有限公司
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(上海)電子貿易有限公司

日東研科技股份有限公司
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

持分法を適用しない理由
持分法非適用会社７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４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。



  
前中間連結会計期間

(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

３ 連結子会社の中間決算日等に関
する事項
連結子会社のうち、東研Ｘ線

検査株式会社及びTohken USA, 
 Inc.の中間決算日は８月31日
であります。
中間連結財務諸表の作成に当

たっては、同中間決算日現在の
中間財務諸表を使用しておりま
すが、中間連結決算日との間に
生じた重要な取引については、
連結上必要な調整を行っており
ます。

３ 連結子会社の中間決算日等に関
する事項
連結子会社のうち、東研Ｘ線

検査株式会社及びTohken USA, 
 Inc.の中間決算日は８月31日、
Tohken Europe B.V.及び株式会
社ニヒコの中間決算日は９月30
日であります。
中間連結財務諸表の作成に当

たっては、同中間決算日現在の
中間財務諸表を使用しておりま
すが、中間連結決算日との間に
生じた重要な取引については、
連結上必要な調整を行っており
ます。

３ 連結子会社の事業年度等に関す
る事項
連結子会社のうち、東研Ｘ線

検査株式会社及びTohken USA, 
 Inc.の 決算 日は ２月 28 日、
Tohken Europe B.V.の決算日は
３月31日であります。
連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同決算日現在の財務諸表
を使用しておりますが、連結決
算日との間に生じた重要な取引
については、連結上必要な調整
を行っております。

４ 会計処理基準に関する事項
 (1) 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。

４ 会計処理基準に関する事項
 (1) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法
  ① 有形固定資産
    旧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
いては旧定額法によっており
ます。

   （追加情報） 
 当社及び国内連結子会社
は、法人税法の改正に伴い、
当中間連結会計期間より、改
正前の法人税法に基づく減価
償却の方法の適用により取得
価額の５％に到達した連結会
計年度の翌連結会計年度よ
り、取得価額の５％相当額と
備忘価額との差額を５年間に
わたり均等償却し、減価償却
費に含めて計上しておりま
す。 
 これにより、営業利益が
2,101千円減少し、経常損失
及び税金等調整前中間純損失
がそれぞれ2,101千円増加し
ております。

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 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 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
定額法によっております。
なお、ソフトウェアは自社

利用のものについては５年、
販売目的のものについては３
年による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
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) 重要な引当金の計上方法
 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。

───── ─────



 
  

なお、上記以外は、 近の半期報告書（平成19年１月30日提出）における記載から重要な変更がないた

め開示を省略しております。 

  

  

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

─────  (3) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法
    すべてヘッジ会計の要件を

満たす金利スワップであるた
め、特例処理を採用しており
ます。

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象
    ヘッジ手段‥‥金利スワッ 

        プ取引
    ヘッジ対象‥‥借入金の利息
  ③ ヘッジ方針
    借入金の金利変動リスクを

回避する目的でデリバティブ
取引を行っており、投機目的
のデリバティブ取引は行わな
い方針であります。

  ④ ヘッジの有効性評価の方法
    特例処理の要件を満たして

いるため、ヘッジの有効性の
評価は行っておりません。

 (3) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法
    すべてヘッジ会計の要件を

満たす金利スワップであるた
め、特例処理を採用しており
ます。

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象
    ヘッジ手段‥‥金利スワッ 

        プ取引
    ヘッジ対象‥‥借入金の利息
  ③ ヘッジ方針
    借入金の金利変動リスクを

回避する目的でデリバティブ
取引を行っており、投機目的
のデリバティブ取引は行わな
い方針であります。

  ④ ヘッジの有効性評価の方法
    特例処理の要件を満たして

いるため、ヘッジの有効性の
評価は行っておりません。

(6) 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

(会計処理の変更)

前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

───── （売上高の計上基準）  

 売上高の計上基準について、従

来、出荷基準を採用しておりました

が、出荷から検収までの期間が長期

化する案件が増える傾向にあること

から、収益の実現をより適正化する

ため、当中間連結会計期間より一部

について検収基準を採用しておりま

す。 

 なお、当中間連結会計期間におき

ましては、この変更により損益に与

える影響は軽微であります。

─────



  

  

 
  

(表示方法の変更)

前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

───── （中間連結損益計算書）

１ 前中間連結会計期間において営

業外収益「その他」に含めており

ました「関係会社経営指導料」

は、営業外収益の総額の10/100を

超えたため、当中間連結会計期間

より区分掲記しております。  

 なお、前中間連結会計期間の

「関係会社経営指導料」は、250

千円であります。

─────

２ 前中間連結会計期間において営

業外費用「その他」に含めており

ました「たな卸資産除却損」は、

営業外費用の総額の10/100を超え

たため、当中間連結会計期間より

区分掲記しております。  

 なお、前中間連結会計期間の

「たな卸資産除却損」は、15千円

であります。

(追加情報)

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

───── （役員退職慰労引当金）  

 役員の退職慰労金の支出に充てる

ため、内規に基づく要支給額を計上

しておりましたが、平成19年4月24

日開催の取締役会において、過年度

在任期間を含め、今後退任役員に対

し退職慰労金を支給しないことを決

定し、これに伴い役員退職慰労金制

度の廃止を決議し、役員退職慰労金

に係る内規を廃止いたしました。

（役員退職慰労引当金） 

 役員の退職慰労金の支出に充てる

ため、内規に基づく要支給額を計上

しておりましたが、平成19年4月24

日開催の取締役会において、過年度

在任期間を含め、今後退任役員に対

し退職慰労金を支給しないことを決

定し、これに伴い役員退職慰労金制

度の廃止を決議し、役員退職慰労金

に係る内規を廃止いたしました。 

 上記決議に基づき、当連結会計年

度おいて役員退職慰労引当金を全額

取崩し、特別利益に計上しておりま

す。

───── （無形固定資産） 

 前連結会計年度において連結子会

社であるTohken Europe B.V.で無形

固定資産として計上されていたのれ

んを、当中間連結会計期間において

見直しをした結果、ソフトウェアに

区分変更するとともに償却期間を５

年から３年に変更いたしました。 

 この結果、従来の方法に比べて、

売上総利益及び営業利益がそれぞれ

4,772千円減少し、経常損失及び税

金等調整前中間純損失がそれぞれ

4,772千円増加しております。

─────



 中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・

フロー計算書に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えら

れるため開示を省略しております。 

  

  

 
  

  

 
  

  

   
(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…………………産業用Ｘ線検査装置、Ｘ線顕微検査装置等 

(7) 中間連結財務諸表作成に関する注記事項

(開示の省略)

(セグメント情報)

１ 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18年５月１日 至 平成18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 1,960,964 358,163 2,319,128 ― 2,319,128

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― (  ―) ―

計 1,960,964 358,163 2,319,128 (  ―) 2,319,128

営業費用 1,960,804 428,091 2,388,895 (  ―) 2,388,895

営業利益又は営業損失（△） 160 △69,927 △69,767 ― 69,767

当中間連結会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成19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 1,993,665 457,947 2,451,612 ─ 2,451,612

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ ─ ─ (  ─) ─

計 1,993,665 457,947 2,451,612 (  ─) 2,451,612

営業費用 1,989,360 515,427 2,504,788 (  ─) 2,504,788

営業利益又は営業損失（△） 4,304 △57,480 △53,176 ─ △53,176

前連結会計年度(自 平成18年５月１日 至 平成19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 4,193,127 780,242 4,973,369 ─ 4,973,369

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ ─ ─ (  ─) ─

計 4,193,127 780,242 4,973,369 (  ─) 4,973,369

営業費用 4,188,686 907,391 5,096,077 (  ─) 5,096,077

営業利益又は営業損失（△） 4,441 △127,149 △122,708 ─ △122,708



  

 前中間連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日)、 当中間連結会計期間(自 平

成19年５月１日 至 平成19年10月31日)及び前連結会計年度(自 平成18年５月１日 至 平成19年４

月30日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、その記載を

省略しております。 

  

 前中間連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日)、当中間連結会計期間(自 平

成19年５月１日 至 平成19年10月31日)及び前連結会計年度(自 平成18年５月１日 至 平成19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。 

  

 該当事項はありません。 

  

①結合当事企業の名称及びその事業の内容 

 株式会社東研アイ・ディーシステム 

 バーコード機器、システム及びサプライ品の販売 

②企業結合の目的   

 サービスの充実及び販売業務の合理化並びに人材を適材適所に配置し、有効活用を図ることに

よりコスト削減をし、業務向上を図ることを目的としております。 

③企業結合日 

 平成19年５月１日 

④企業結合の法的形式 

 当社を存続会社とし、株式会社東研アイ・ディーシステムを解散会社とする吸収合併方式によ

っております。 

⑤結合後の企業の名称 

 株式会社東研 

   

当中間連結会計期間開始日の結合のため、当中間連結会計期間に含まれている業績はありませ

ん。 

  

     資産の額 265,797千円（流動資産 249,784千円、固定資産16,013千円） 

     負債の額 221,365千円（流動負債 199,377千円、固定負債21,988千円） 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

(企業結合等関係)

前中間連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日)

１ 連結子会社の合併

（１）結合当事企業の名称及びその事業内容、企業結合の目的、企業結合日、企業結合の法的形式並

びに結合後の企業の名称

（２）中間連結財務諸表に含まれてる被結合企業の業績の期間

（３）被結合企業から引き継いだ資産及び負債



  

①被取得企業の名称及びその事業の内容 

 株式会社ニヒコ  

 精密測定機器及び半導体製造用機器の販売 

②企業結合を行った主な理由   

 株式会社ニヒコを子会社化することにより、同社の蓄積してきた半導体製造システムに関する

経験・情報・ノウハウと、当社グループの製品群とを結びつけ、今後の業績の拡大と、企業価値

の向上を図ることを目的としております。 

③企業結合日 

 平成19年７月25日 

④企業結合の法的形式 

 当社による株式の取得によっております。 

⑤結合後の企業の名称 

 株式会社ニヒコ 

⑥取得した議決権比率 

 100％ 

  

当中間連結会計期間末をみなし取得日としているため、業績は含まれておりません。 

  

 
  

①のれんの金額   27,884千円 

②発生原因 

 取得原価が純資産を上回ったため、その差額をのれんとして認識しております。 

③償却方法及び償却期間   

 ５年間で均等償却しております。 

  

     資産の額 263,553千円（流動資産 251,505千円、固定資産12,047千円） 

     負債の額 208,489千円（流動負債 208,489千円） 

  

 該当事項はありません。 

  

 リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

２ 株式の取得による子会社化

（１）被取得企業の名称及びその事業内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法

的形式、結合後企業の名称及び取得した議決権比率

（２）中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

（３）被取得企業の取得原価

取得の対価 80,000千円

取得に直接要した支出 4,000千円

取得原価 84,000千円

（４）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（５）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債

前連結会計年度(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日)

(開示の省略)



  

 
  

(注) １株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
  

  

    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18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

１株当たり純資産額    289円04銭 １株当たり純資産額 254円81銭 １株当たり純資産額 279円20銭

１株当たり中間純損失(△)△15円79銭 １株当たり中間純損失(△) △10円14銭 １株当たり当期純損失(△)△23円38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。

同左
潜在株式調整後１株当たり当期純利
益については、１株当たり当期純損
失であるため記載しておりません。

 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

１株当たり中間(当期)純損失

中間(当期)純損失（△）（千円) △122,201 △76,802 △179,584

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)

△122,201 △76,802 △179,584

普通株式の期中平均株式数(千株) 7,739 7,577 7,680

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) ― ─ ─

(うち新株引受権)(千株) ― ─ ─

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 219個） 
平成17年７月26日 
（新株予約権 188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  212個） 
平成17年７月26日 
（新株予約権 176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 214個） 
平成17年７月26日 
（新株予約権 179個）

(重要な後発事象)



  

 
  

５ 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成18年10月31日)

当中間会計期間末

(平成19年10月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 622,799 504,563 522,984

 ２ 受取手形 266,544 283,079 278,579

 ３ 売掛金 1,431,810 1,565,741 1,550,158

 ４ たな卸資産 1,663,719 1,954,761 1,864,979

 ５ その他 89,519 88,110 102,535

   貸倒引当金 △335 △3,501 △3,498

   流動資産合計 4,074,058 68.8 4,392,755 69.9 4,315,739 68.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 539,797 510,173 526,052

  (2) 土地 606,047 606,047 606,047

  (3) その他 154,549 181,557 167,576

   有形固定資産合計 1,300,393 22.0 1,297,778 20.7 1,299,675 20.7

 ２ 無形固定資産

  (1) その他 36,538 37,845 41,407

   無形固定資産合計 36,538 0.6 37,845 0.6 41,407 0.7

 ３ 投資その他の資産

  (1) その他 510,400 563,178 625,719

    貸倒引当金 △228 △9,507 △10,843

   投資その他の資産 
   合計

510,172 8.6 553,670 8.8 614,875 9.8

   固定資産合計 1,847,104 31.2 1,889,294 30.1 1,955,959 31.2

   資産合計 5,921,163 100.0 6,282,049 100.0 6,271,698 100.0



  

前中間会計期間末

(平成18年10月31日)

当中間会計期間末

(平成19年10月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 963,860 854,620 774,544

 ２ 買掛金 925,517 974,991 1,093,748

 ３ 一年以内償還予定 
   社債

40,000 40,000 40,000

 ４ 短期借入金 860,614 1,672,950 1,499,167

 ５ その他 256,398 190,441 148,472

流動負債合計 3,046,390 51.5 3,733,003 59.4 3,555,932 56.7

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 60,000 20,000 40,000

 ２ 長期借入金 465,144 510,940 470,735

 ３ 退職給付引当金 26,974 3,586 4,914

 ４ 役員退職慰労引当金 69,409 ─ ─

 ５ その他 1,404 ─ 2,958

   固定負債合計 622,931 10.5 534,526 8.5 518,608 8.3

   負債合計 3,669,321 62.0 4,267,530 67.9 4,074,540 65.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,134,200 19.2 1,134,200 18.1 1,134,200 18.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 994,200 994,200 994,200

   資本剰余金合計 994,200 16.8 994,200 15.8 994,200 15.8

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 44,392 44,392 44,392

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 420,000 420,000 420,000

    繰越利益剰余金 △187,694 △373,785 △203,544

   利益剰余金合計 276,697 4.6 90,606 1.4 260,847 4.2

 ４ 自己株式 △155,304 △2.6 △196,401 △3.1 △196,401 △3.1

   株主資本合計 2,249,793 38.0 2,022,605 32.2 2,192,846 35.0

Ⅱ 評価・換算差額等

  その他有価証券評価 
  差額金

2,047 △8,085 4,312

   評価・換算差額等 
   合計

2,047 0.0 △8,085 △0.1 4,312 0.0

   純資産合計 2,251,841 38.0 2,014,519 32.1 2,197,158 35.0

   負債純資産合計 5,921,163 100.0 6,282,049 100.0 6,271,698 100.0



  

 
  

(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年５月１日
至 平成19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 2,106,932 100.0 2,383,462 100.0 4,450,155 100.0

Ⅱ 売上原価 1,306,684 62.0 1,491,320 62.6 2,804,058 63.0

   売上総利益 800,248 38.0 892,141 37.4 1,646,096 37.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 851,873 40.5 912,860 38.3 1,707,112 38.4

   営業損失（△） △51,624 △2.5 △20,719 △0.9 △61,015 △1.4

Ⅳ 営業外収益 13,645 0.6 11,054 0.4 48,012 1.1

Ⅴ 営業外費用 18,679 0.8 37,518 1.5 62,205 1.4

   経常損失（△） △56,659 △2.7 △47,183 △2.0 △75,208 △1.7

Ⅵ 特別利益 331 0.0 43,340 1.8 71,496 1.6

Ⅶ 特別損失 2,259 0.1 60,734 2.5 94,497 2.1

   税引前中間（当期） 
   純損失（△）

△58,586 △2.8 △64,576 △2.7 △98,209 △2.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

37,043 1.7 7,155 0.3 13,270 0.3

   中間（当期） 
   純損失（△）

△95,630 △4.5 △71,732 △3.0 △111,480 △2.5



前中間会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日) 

 
（注）平成18年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
  

当中間会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日) 

 
（注）平成19年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
  

前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日) 

 
（注）平成18年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

(3) 中間株主資本等変動計算書

株主資本
評価・ 

換算差額等

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

その他 
有価証券 
評価差額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年４月30日残高(千円) 1,134,200 994,200 44,392 420,000 9,184 △90,627 2,511,349 3,049 2,514,398

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △101,248 △101,248 △101,248

 中間純損失(△) △95,630 △95,630 △95,630

 自己株式の取得 △64,677 △64,677 △64,677

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

─ △1,002 △1,002

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― ― ― ― △196,878 △64,677 △261,555 △1,002 △262,557

平成18年10月31日残高(千円) 1,134,200 994,200 44,392 420,000 △187,694 △155,304 2,249,793 2,047 2,251,841

株主資本
評価・ 

換算差額等

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

その他 
有価証券 
評価差額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年４月30日残高(千円) 1,134,200 994,200 44,392 420,000 △203,544 △196,401 2,192,846 4,312 2,197,158

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △98,508 △98,508 △98,508

 中間純損失(△) △71,732 △71,732 △71,732

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

─ △12,398 △12,398

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

─ ─ ─ ─ △170,240 ─ △170,240 △12,398 △182,639

平成19年10月31日残高(千円) 1,134,200 994,200 44,392 420,000 △373,785 △196,401 2,022,605 △8,085 2,014,519

株主資本
評価・ 

換算差額等

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

その他 
有価証券 
評価差額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年４月30日残高(千円) 1,134,200 994,200 44,392 420,000 9,184 △90,627 2,511,349 3,049 2,514,398

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △101,248 △101,248 △101,248

 当期純損失(△) △111,480 △111,480 △111,480

 自己株式の取得 △105,774 △105,774 △105,774

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額(純額)

─ 1,262 1,262

事業年度中の変動額合計 
(千円)

─ ─ ─ ─ △212,729 △105,774 △318,503 1,262 △317,240

平成19年４月30日残高(千円) 1,134,200 994,200 44,392 420,000 △203,544 △196,401 2,192,846 4,312 2,197,158


