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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

  

回次 第56期中 第57期中 第58期中 第56期 第57期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

(1) 連結経営指標等     
売上高 (百万円) 39,718 53,311 66,042 87,557 122,166

経常利益 (百万円) 659 3,165 5,307 1,850 10,504

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) 

(百万円) △676 2,574 4,536 712 9,381

純資産額 (百万円) 85,463 89,248 100,821 86,911 96,442
総資産額 (百万円) 119,683 125,813 149,727 122,165 135,631
１株当たり純資産額 (円) 961.50 1,009.63 1,142.34 982.40 1,094.25

１株当たり中間(当期) 
純利益又は１株当たり 
中間純損失(△) 

(円) △7.60 29.13 51.50 7.23 104.94

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― 51.18 ― ―

自己資本比率 (％) 71.4 70.9 67.4 71.1 71.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,924 △132 4,951 4,469 6,853

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,952 △3,376 776 △3,596 △7,014

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 7,342 △927 7,435 6,923 △2,436

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 15,444 10,930 25,952 15,965 12,772

従業員数 (名) 2,441 2,659 2,885 2,671 2,765
(2) 提出会社の経営指標等     
売上高 (百万円) 35,033 44,889 58,214 72,787 103,746
経常利益 (百万円) 300 2,459 4,475 2,138 8,412

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) 

(百万円) △872 2,034 4,560 1,000 7,902

資本金 (百万円) 28,190 28,190 28,190 28,190 28,190
発行済株式総数 (千株) 94,775 94,775 94,775 94,775 94,775
純資産額 (百万円) 81,668 85,060 95,506 84,051 91,453
総資産額 (百万円) 112,903 118,535 138,668 116,518 125,809
１株当たり純資産額 (円) 918.80 962.26 1,081.87 950.04 1,037.35

１株当たり中間(当期) 
純利益又は１株当たり 
中間純損失(△) 

(円) △9.80 23.01 51.76 10.47 88.19

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期) 
純利益 

(円) ― ― 51.43 ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― 10.00 20.00

自己資本比率 (％) 72.3 71.8 68.9 72.1 72.7
従業員数 (名) 1,907 1,903 1,984 1,877 1,927



(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第56期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、中間純損失が計上されているため、また、第57期中、第56

期及び第57期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  

２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更は

ありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数には子会社等への出向者( 158名)を含んでおりません。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社及び連結子会社には労働組合はありません。 

なお、労使関係につきましては特記すべき事項はありません。 

  

業務内容 従業員数(名)

営業部門 1,084 

製造部門 995 

開発部門 542 

管理部門 264 

合計 2,885 

従業員数(名) 1,984 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間の工作機械業界は、日本国内では自動車、建設機械、油圧機器関連産業を中心として設備投資

が増大し、それが波及する形で裾野を構成している中小鉄工所の投資意欲が拡大いたしました。アジアでは自動車、

金型、エネルギー関連の設備投資が活発に推移いたしました。北米では景気の回復は緩やかなものの、航空機、建設

機械関連では強い設備投資需要が見られました。欧州ではドイツにおける政権の不安定さや、テロの多発という不安

要素もあり、予想より景気回復は遅れておりますが、エアバスに代表される航空機関連や北海油田等でのエネルギー

関連、中央ヨーロッパ（チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロベニア等）では自動車関連産業の需要が好調であり

ました。 

このような事業環境のもとで、当社グループは下記のとおりの業績を達成いたしました。 

  

  

増収増益となりました要因は、下記の項目が挙げられます。 

・国内外の設備投資需要が拡大したこと。 

・原価の低減に成功した新製品の売上に占める割合が増大したこと。 

・販売・サービス体制の強化により、新規顧客の開拓が進んだこと。 

・特別損益にて投資有価証券の売却益を計上したこと。 

  

なお、連結会社の所在地別セグメントの業績を示しますと、売上高は日本では36,199百万円(対前年同期比11.3％

増)、米州地域では14,751百万円(対前年同期比60.8％増)、欧州地域では13,861百万円(対前年同期比28.6％増)、アジ

ア・オセアニア地域では1,229百万円(対前年同期比47.5％増)となっており、営業損益は日本では4,981百万円の営業

利益(対前年同期比65.5％増)、米州地域では471百万円の営業利益(前年同期営業損失163百万円)、欧州地域では340百

万円の営業利益(前年同期営業損失149百万円)、アジア・オセアニア地域では187百万円の営業利益(対前年同期比

101.1％増)となっております。 

  

  

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

売上高 (百万円) 53,311 66,042 122,166 

営業利益 (百万円) 3,101 5,577 10,517 

経常利益 (百万円) 3,165 5,307 10,504 

中間(当期)純利益 (百万円) 2,574 4,536 9,381 



(2) 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） 

税金等調整前中間純利益5,033百万円、売上債権の減少1,939百万円、たな卸資産の増加△4,292百万円、仕入債

務の増加458百万円の計上等により、4,951百万円の増加(前年同期は132百万円の減少)となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の売却による収入2,681百万円、有形固定資産の取得による支出△2,115百万円、投資有価証券の売

却による収入1,134百万円等により、776百万円の増加(前年同期は3,376百万円の減少)となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

新株予約権付社債の発行による収入11,542百万円、長期借入金の返済による支出△2,542百万円、配当金の支払

による支出△1,760百万円等により、7,435百万円の増加(前年同期は927百万円の減少)となりました。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △132 4,951 6,853 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,376 776 △7,014 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △927 7,435 △2,436 

現金及び現金同等物の増
加額又は減少額(△) 

(百万円) △4,550 13,180 △2,708 

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 10,930 25,952 12,772 



２ 【生産、仕入、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を品種別に示すと次のとおりであります。 
  

(注) １ 上記金額は販売価格によっております。 

２ パーツ等は各品種に含んで表示しております。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 仕入実績 

当中間連結会計期間における商品仕入実績を品種別に示すと次のとおりであります。 
  

(注) １ 上記金額は仕入価格によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 受注実績 

当社は受注見込みによる生産方式をとっておりますので受注の状況の記載を省略しております。 

  

(4) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を品種別に示すと次のとおりであります。 
  

(注)１  当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。 

なお、前中間連結会計期間においては、総販売実績に対する割合が100分の10以上の相手先がないため、記載しておりませ

ん。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３ 前中間連結会計期間まで別記しておりましたソフト(当中間連結会計期間26百万円)を当中間連結会計期間より、その他に

含めて表示しております。なお、前年同期比は、前中間連結会計期間のソフトをその他に含めて算出しております。 

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社が対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありませ

ん。 

  

  

品種 金額(百万円) 前年同期比(％) 

マシニングセンタ 32,735 ＋14.4

数値制御装置付旋盤 32,637 ＋63.6

複合加工機 6,664 ＋45.9

研削盤 2,327 ＋44.6

合計 74,364 ＋35.9

品種 金額(百万円) 前年同期比(％) 

数値制御装置付旋盤 162 ＋74.3

マシニングセンタ 39 ―

合計 201 ＋116.4

品種 金額(百万円) 前年同期比(％) 

マシニングセンタ 27,009 ＋8.5

数値制御装置付旋盤 25,776 ＋48.2

複合加工機 4,665 ＋35.4

研削盤 2,098 ＋52.8

パーツ 4,664 △0.4

サービス 1,229 ＋51.6

部品加工 460 △3.1

その他 137 △40.3

合計 66,042 ＋23.9

相

手先 

当中間連結会計期間 

販売高（百万円） 割合（％） 

株式会社山善 8,292 12.6 



４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

研究開発活動につきましては、マシン、ソフトウェア、アプリケーションという３つの製品カテゴリーを有機的に

連動させることで、最高の加工精度と生産性を実現して、お客様に最適な生産環境を提供することを信条としており

ます。 

新製品開発におきましては、旋盤とマシニングセンタを融合した複合加工機NTシリーズを開発し、平成17年９月に

国内及び欧州で、11月に米国で発表いたしました。NTシリーズでは、旋盤の旋削能力、マシニングセンタの切削能力

といった加工の基本能力を最大限に引き出すために、機械構造を根本的に見直し、これまでの概念を大きく変える新

構造を採用いたしました。横形マシニングセンタNHシリーズの特徴であるDCG™(重心駆動)理論とBox in Box構造を採

用し、数値制御旋盤NLシリーズのビルトインモータ・タレット™を搭載可能とし、お互いの能力を損なうことなく完全

融合した、まさに究極の複合加工機として誕生します。現在の複合加工機には、同時５軸加工による複雑形状・研

磨・ギヤの加工などはもちろん、旋削やミーリング加工における基本性能の向上が求められています。多種多様の加

工を効率よく実現するために、NTシリーズではその基本性能を極限まで高めることで加工時間を短縮し、生産性を大

幅に向上しております。なお、DCG™理論については、「第24回精密工学会技術賞」を受賞いたしました。 

ソフト開発におきましては、平成11年に商品化した自社独自の統一操作盤MAPPSをベースにして、第３世代のMAPPS

Ⅲを開発いたしました。MAPPSⅢには、誤操作やプログラムミスがあっても衝突前に機械を停止させて事故を未然に防

止する機械干渉チェック機能や、プログラミング時間を最大で50％短縮させる高速固定サイクル機能等、新機能を多

数搭載しております。このMAPPSⅢは、NTシリーズから順次、全機種に搭載予定です。 

環境技術面に関しましては、省エネ・省資源・長寿命化など環境問題に対応した製品開発の取り組みを進め、電力

消費量の低減、潤滑油・切削油消費量の低減、運転時の騒音の低減、構成部品の長寿命化とリサイクル率の向上を追

求しており、その成果を製品に着実に反映させてきております。 

以上の研究開発活動の結果、当中間連結会計期間に支出した研究開発費の総額は2,748百万円となっております。 

  

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間に以下の設備を売却いたしました。 

(注) １ 当中間連結会計期間において、本社事務所の建物及び土地をリース会社に売却するとともに、同社と 

定期建物賃貸借契約を締結いたしました。 

２ 上記金額に、消費税等は含まれておりません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はありません。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとおりでありま

す。 
  

(注) １ 伊賀熱処理工場及び太陽工機新本社工場の資金調達方法は自己資金を予定しておりましたが、リース契約により賃借する

ことといたしました。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等は、次のとおりであります。 
  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4) 重要な設備の除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等はありません。 

  

会社名 事業所名 
(所在地) 業務内容 設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数 
(名) 建物及び

構築物 
土地

(面積千㎡) 合計 

提出会社 本社事務所 
(名古屋市中村区) 

管 理・営 業・開
発部門 その他の設備 1,641

441
(0)

2,083 86

会社名 
事業所名 
(所在地) 

業務内容 設備の内容
投資額

(百万円) 
完了年月

完成後の 
増加能力 

提出会社 
伊賀熱処理工場 
（三重県伊賀市） 

製造部門 生産設備

 

―

(注)１

平成17年９月 部品加工能力増強 

モリセイキ

FRANCE 
S.A. 

パリテクニカルセンタ 
（仏国ロワシー市） 

営業部門 その他の設備 1,231 平成17年４月 
生産設備でないた
め、能力の増加は
なし 

株式会社太

陽工機 
太陽工機新本社工場 
(新潟県長岡市) 

製造・開発

管理・営業

部門 
生産設備

 

―

(注)１

平成17年６月 生産能力75％増 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

業務内容 設備の内容 

投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定 
年月 

完成後の

増加能力 総額 
(百万円) 

既支払額

(百万円) 

提 出

会 社 

蓼科セミナーハ

ウス 
(長野県茅野市) 

研修施設 
その他の

設備 
900    ― 自己資金 平成17年９月 平成18年６月 

生産設備
でないた
め、能 力
の増加は
なし 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 157,550,000

計 157,550,000

種類 
中間会計期間末現在 
発行数(株) 

(平成17年９月30日) 

提出日現在発行数(株)
(平成17年12月22日) 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 94,775,427 94,775,427

東京証券取引所
市場第一部 
大阪証券取引所 
市場第一部 

― 

計 94,775,427 94,775,427 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

  また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式

により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３ 新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失し

た者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

  

 

株主総会の特別決議日(平成14年６月27日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数(個) 26,205 (注)１ 14,708 (注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる 
株式の数(株) 

2,620,500 1,470,800 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,088円 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日から平成19年６月
30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 1,088円

資本組入額 544円
同左 

新株予約権の行使の条件 

  新株予約権者は、権利行使時にお
いて当社又は当社子会社の取締役、
監査役もしくは従業員の地位にある
ことを要する。 
  ただし、任期満了による退任、定
年退職等その他正当な理由のある場
合はこの限りではない。 
  また、当社外部のコンサルタント
については、当該コンサルタントと
当社との契約が継続していることを
要する。 
  その他の条件は、本総会の決議及
び新株予約権発行の取締役会決議に
基づき、当社と新株予約権者との間
で締結する「新株予約権割当契約」
に定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その他一切
の処分は認めない。 

同左 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  

調整後払込金額＝調整前払込金額× 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新株式発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

  また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式

により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３ 新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失し

た者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

 

株主総会の特別決議日(平成16年６月25日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数(個) 10,280 (注)１ 10,260 (注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる 
株式の数(株) 

1,028,000 1,026,000 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり957円 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年７月１日から平成21年６月
30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 957円

資本組入額 479円
同左 

新株予約権の行使の条件 

  新株予約権者は、本件新株予約権
の行使時において、当社又は当社子
会社の取締役、監査役もしくは従業
員の地位にあることを要する。 
  ただし、任期満了による退任、定
年退職等その他正当な理由のある場
合はこの限りではない。 
  その他の条件は、本総会の決議及
び新株予約権発行の取締役会決議に
基づき、当社と新株予約権者との間
で締結する「新株予約権割当契約」
に定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その他一切
の処分は認めない。 

同左 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  

調整後払込金額＝調整前払込金額× 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新株式発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

  また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式

により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３ 新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失し

た者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

株主総会の特別決議日(平成17年６月29日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数(個) 27,960 (注)１ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる 
株式の数(株) 

2,796,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,259円 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日から平成22年６月
30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 1,259円

資本組入額 630円
同左 

新株予約権の行使の条件 

  新株予約権者は、本件新株予約権
の行使時において、当社又は当社子
会社の取締役、監査役もしくは従業
員の地位にあることを要する。 
  ただし、任期満了による退任、定
年退職等その他正当な理由のある場
合はこの限りではない。 
また、当社外部のコンサルタント
については、当該コンサルタントと
当社との契約が継続していることを
要する。 
  その他の条件は、本総会の決議及
び新株予約権発行の取締役会決議に
基づき、当社と新株予約権者との間
で締結する「新株予約権割当契約」
に定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その他一切
の処分は認めない。 

同左 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  

調整後払込金額＝調整前払込金額× 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新株式発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



  

② 2012年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（平成17年6月13日発行） 

(注) １ 新株予約権１個の行使に際して払込みをなすべき額は、各社債の発行価額と同額といたします。 

２ 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の

保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整されます。なお、次の算式において、「既発行株式数」

は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。) の総数をいいます。 

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行又は移

転を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた

場合にも適宜調整されます。 

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権付社債の残高（百万円) 11,500 同左 

新株予約権の数（個） 11,500 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる 
株式の数(株) 

8,435,003 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,377円 (注)１(注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年６月27日から平成24年５月
29日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 1,377円

資本組入額 689円
同左 

新株予約権の行使の条件 
各新株予約権の一部行使はできない
ものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項なし。 同左 

            発行又は 

×

１株当たりの発 

        

既発行 ＋ 

処分株式

数 
行又は処分価額 

調整後転換価

額 
＝ 

調整前転換価

額 
× 

株式数 時 価 

既発行株式数 ＋ 発行又は処分株式数 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 
  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

２ ドイチェ・セキュリティーズ・リミテッド東京支店及びその共同保有者から平成17年10月14日付で大量保有報告書の変更

報告書の提出があり(報告義務発生日 平成17年９月30日)、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、

当中間会計期間末時点における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。 

なお、大量報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年９月30日 ― 94,775,427 ― 28,190 ― 40,931

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 8,067 8.51

株式会社森精機製作所 奈良県大和郡山市北郡山町106番地 6,496 6.85

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 5,442 5.74

森   雅 彦 奈良県奈良市百楽園２丁目８番３号 4,615 4.87

森   幸 男 奈良県奈良市百楽園２丁目８番３号 4,150 4.38

株式会社南都銀行 奈良県奈良市橋本町16番地 2,920 3.08

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口４) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,915 2.02

住友信託銀行株式会社 
（信託B口） 

大阪市中央区北浜４丁目５番33号 1,676 1.77

森   茂 
奈良県奈良市中登美ヶ丘２丁目1984番
地-87 

1,470 1.55

ゴールドマン サックス 
インターナショナル 
（常任代理人ゴールドマン・サ
ックス証券会社東京支店） 

133  FLEET  STREET LONDON EC4A  2BB, 
U.K 

（東京都港区赤坂1－12－32） 
1,222 1.29

計 ― 37,977 40.07

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 4,429千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3,687千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４) 1,850千株

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

ドイツ銀行ロンドン支店 
Winchester House, 1 Great Winchester 
Street, London EC2N 2DB, England, UK 

1,553 1.64

ドイチェ・セキュリティーズ・
リミテッド東京支店 

東京都千代田区永田町二丁目11番1号
山王パークタワー 

168 0.18

ドイチェ バンク セキュリテ
ィーズ インク 

60 Wall Street, New York, NY 10005, 
U.S.A. 

1,204 1.27

ドイチェ アセット マネジメ
ント リミテッド 

One Appold Street, London EC2A 2UU, 
England, UK 

1,620 1.71

ドイチェ アセット マネジメ
ント インベストメントゲゼル
シャフト エムベーハー 

Mainzer Landstr. 16,60325 Frankfurt 
am Main, Germany 

127 0.13

ドイチェ アセット マネジメ
ント スウィツァランド 

Theaterstrasse  12,  8001  Zurich, 
Switzerland 

10 0.01

ドイチェ・アセット・マネジメ
ント株式会社 

東京都千代田区永田町二丁目11番1号
山王パークタワー 

2 0.00



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,200株(議決権 32個)含まれておりま

す。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式１株、相互保有株式70株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式 
(自己株式等) 

― ― ― 

議決権制限株式 
(その他) 

― ― ― 

完全議決権株式 
(自己株式等) 

(自己保有株式) 
普通株式 6,496,000

― ― 

(相互保有株式) 
普通株式 58,700

― ― 

完全議決権株式 
(その他) 

普通株式 88,146,200 881,462 ― 

単元未満株式 普通株式 74,527 ― ― 

発行済株式総数 94,775,427 ― ― 

総株主の議決権 ― 881,462 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

計
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社森精機製作所 

奈良県大和郡山市 
北郡山町106番地 

6,496,000 ― 6,496,000 6.8

(相互保有株式) 
株式会社渡部製鋼所 

島根県出雲市 
大津町1378番地 

58,700 ― 58,700 0.1

計 ― 6,554,700 ― 6,554,700 6.9



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

月別 
平成17年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 1,218 1,179 1,201 1,310 1,389 1,535

最低(円) 1,080 1,070 1,112 1,165 1,253 1,319



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

    ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５号）附則第

３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５号）附則第３項の

ただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日

まで)及び当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計

期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で)の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     10,933 25,955   12,775 

２ 受取手形及び 
売掛金 

    23,042 25,987   27,765 

３ たな卸資産     21,916 25,877   21,069 

４ 繰延税金資産     249 136   198 

５ 未収消費税等     189 140   424 

６ その他     2,044 2,320   1,795 

７ 貸倒引当金     △266 △266   △329 

流動資産合計     58,108 46.2 80,151 53.5   63,699 47.0

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1) 建物及び 
構築物 

    26,698 25,553   26,972 

(2) 機械装置及び 
運搬具 

    6,545 5,984   7,633 

(3) 土地     21,156 20,921   21,672 

(4) 建設仮勘定     1,061 336   944 

(5) その他     2,359 3,020   2,686 

有形固定資産 
合計 

    57,820 46.0 55,816 37.3   59,909 44.2

２ 無形固定資産     3,096 2.4 2,200 1.5   2,704 2.0

３ 投資その他の 
資産 

          

(1) 投資有価証券     6,409 10,498   8,715 

(2) 長期前払費用     160 552   366 

(3) 繰延税金資産     5 5   5 

(4) その他     239 502   230 

(5) 貸倒引当金     △25 ―   ― 

投資その他の 
資産合計 

    6,788 5.4 11,559 7.7   9,317 6.8

固定資産合計     67,705 53.8 69,575 46.5   71,931 53.0

資産合計     125,813 100.0 149,727 100.0   135,631 100.0



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金    7,675 8,650   8,199 

２ 短期借入金    ― 1,320   1,370 

３ 一年以内 
返済長期借入金 

   5,084 5,084   5,084 

４ 未払金    2,950 3,988   4,496 

５ 未払費用    562 373   529 

６ 未払法人税等    374 640   698 

７ 未払消費税等    23 22   41 

８ 繰延税金負債    125 156   169 

９ その他    1,437 2,410   2,152 

流動負債合計    18,232 14.5 22,645 15.1   22,742 16.8

Ⅱ 固定負債          

１ 新株予約権付 
社債 

   ― 11,500   ― 

２ 長期借入金    15,250 10,166   12,708 

３ 繰延税金負債    1,184 2,569   1,758 

４ 再評価に係る 
繰延税金負債 

   1,824 1,824   1,824 

固定負債合計    18,258 14.5 26,059 17.4   16,290 12.0

負債合計    36,491 29.0 48,704 32.5   39,032 28.8

           

(少数株主持分)          

少数株主持分    74 0.1 201 0.1   156 0.1

           

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    28,190 22.4 28,190 18.8   28,190 20.8

Ⅱ 資本剰余金    40,931 32.5 40,988 27.4   40,932 30.2

Ⅲ 利益剰余金    39,846 31.7 40,380 27.0   46,255 34.1

Ⅳ 土地再評価差額金    △13,569 △10.8 △4,636 △3.1   △13,171 △9.7

Ⅴ その他有価証券 
評価差額金 

   1,456 1.2 3,454 2.3   2,322 1.7

Ⅵ 為替換算調整勘定    △2,099 △1.7 △1,893 △1.2   △2,236 △1.7

Ⅶ 自己株式    △5,508 △4.4 △5,661 △3.8   △5,850 △4.3

資本合計    89,248 70.9 100,821 67.4   96,442 71.1

負債、 
少数株主持分 
及び資本合計 

   125,813 100.0 149,727 100.0   135,631 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     53,311 100.0 66,042 100.0   122,166 100.0 

Ⅱ 売上原価     36,650 68.7 41,275 62.5   80,784 66.1 

売上総利益     16,661 31.3 24,766 37.5   41,382 33.9 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※１   13,560 25.5 19,188 29.1   30,865 25.3 

営業利益     3,101 5.8 5,577 8.4   10,517 8.6 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   24   22 62   

２ 受取配当金   25   50 50   

３ 為替差益   76   ― 54   
４ 持分法による 
投資利益 

  ―   36 ―   

５ 社債発行差金   ―   115 ―   

６ その他   68 196 0.4 115 339 0.5 97 264 0.2 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   70   51 136   

２ 為替差損   ―    174 ―    

３ 支払手数料   37   252 79   

４ 社債発行費   ―    72 ―    

５ その他   24 131 0.3 58 610 0.9 60 276 0.2 

経常利益     3,165 5.9 5,307 8.0   10,504 8.6

Ⅵ 特別利益           
１ 投資有価証券 
売却益 

  ―    917 0   

２ 固定資産売却益 ※２ 8   347 15   
３ 貸倒引当金 
戻入益 

  ― 8 0.0 63 1,328 2.0 ― 15 0.0

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産除却損 ※３ 16   1,089 87   

２ 固定資産売却損 ※４ 26   88 28   

３ 減損損失 ※５ ―    349 ―    

４ 関係会社株式 
評価損 

  ―    44 ―    

５ 投資その他の 
資産評価損 

  ―   28 ―   

６ 役員退職慰労金   399 443 0.8 ― 1,601 2.4 399 516 0.4 

税金等調整前 
中間(当期) 
純利益 

    2,730 5.1 5,033 7.6   10,004 8.2 

法人税、住民税 
及び事業税 

  97   372 411   

法人税等調整額   41 139 0.3 80 453 0.7 118 529 0.4 

少数株主利益     △16 △0.0 △43 △0.0   △93 △0.1 

中間(当期) 
純利益 

    2,574 4.8 4,536 6.9   9,381 7.7 



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４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)        

Ⅰ 資本剰余金期首残高    40,931 40,932   40,931

Ⅱ 資本剰余金増加高       

自己株式処分差益  ― ― 55 55 1 1

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

   40,931 40,988   40,932

         

(利益剰余金の部)        

Ⅰ 利益剰余金期首残高    38,208 46,255   38,208

Ⅱ 利益剰余金増加高       

１ 連結範囲変更に伴う 
  利益剰余金増加高 

 23 ― 23  

２ 中間(当期)純利益  2,574 2,597 4,536 4,536 9,381 9,404

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１ 配当金  883 1,760 883   

２ 役員賞与金  69 115 69   

３ 土地再評価差額金取崩額  6 8,535 404   

４ 自己株式処分差損  0 959 ― 10,411 ― 1,357 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

   39,846 40,380   46,255



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４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
  

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

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 

 2,730 5,033 10,004

２ 減価償却費  2,411 2,516 5,099

３ 減損損失  ― 349 ―

４ 固定資産除却損  16 1,089 87

５ 固定資産売却損  26 88 28

６ 固定資産売却益  △ 8 △347 △15

７ 投資有価証券売却益  ― △917 △0

８ 関係会社株式評価損  ― 44 ―

９ 投資その他の資産評価損  ― 28 ―

10 社債発行費  ― 72 ―

11 連結調整勘定償却額  41 63 82

12 持分法による投資利益  ― △36 ―

13 貸倒引当金の増加額又は 
減少額(△) 

 7 △63 43

14 受取利息及び受取配当金  △ 50 △73 △112

15 支払利息  70 51 136

16 為替差損  ― 13 ―

17 為替差益  △ 27 ― △56

18 売上債権の増加額(△) 
又は減少額 

 △ 2,030 1,939 △6,724

19 たな卸資産の増加額(△) 
又は減少額 

 △ 3,759 △4,292 △4,683

20 仕入債務の増加額  931 458 1,455

21 役員賞与の支払額  △ 69 △115 △69

22 その他  △ 304 △647 1,731

小計  △ 14 5,258 7,008

23 利息及び配当金の受取額  50 73 112

24 利息の支払額  △ 67 △51 △137

25 法人税等の支払額  △ 101 △328 △129

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △132 4,951 6,853



  

  

   

 
前中間連結会計期間 

  
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
  

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 投資有価証券の取得 
による支出 

 △99 △99 △299

２ 投資有価証券の売却 
による収入 

 ― 1,134 0

３ 関係会社株式の取得 
による支出 

 △39 △101 △700

４ 有形固定資産の売却 
による収入 

 119 2,681 242

５ 有形固定資産の取得 
による支出 

 △3,108 △2,115 △5,935

６ 無形固定資産の取得 
による支出 

 △284 △307 △395

７ その他  37 △415 72

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △3,376 776 △7,014

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 短期借入金純増減額  ― △50 1,370

２ 長期借入金の返済による 
  支出 

 △42 △2,542 △2,584

３ 新株予約権付社債の発行 
による収入 

 ― 11,542 ―

４ 自己株式の処分による収入  ― 279 7

５ 自己株式の取得による支出  △1 △32 △350

６ 配当金の支払額  △883 △1,760 △883

７ 少数株主からの払込による 
    収入 

 ― ― 3

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △927 7,435 △2,436

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 △115 17 △111

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
又は減少額(△) 

 △4,550 13,180 △2,708

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 15,965 12,772 15,965

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び 
現金同等物の減少額 

 △484 ― △484

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 10,930 25,952 12,772



中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 
  

  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

      

 (1) 連結子会社 連結子会社の数25社 

連結子会社の名称 

前連結会計年度において連
結子会社であった株式会社
森精機ハイテック(現森精
機興産株式会社)、株式会
社森精機販売は重要性が減
少したことにより、当中間
連結会計期間より連結の範
囲から除いております。ま
た、MS SYFRAMO S.A.S.は
当中間連結会計期間におい
て株式を取得したことによ
り、当中間連結会計期間よ
り連結子会社に含めており
ます。 

モリセイキ U.S.A.,INC.
モリセイキ G.m.b.H. 
モリセイキ (UK) LTD. 
モリセイキ FRANCE S.A.
モリセイキ ITALIANA  
S.R.L. 
モリセイキ ESPANA S.A.
モリセイキ SINGAPORE  
PTE LTD. 
台湾森精機股份有限公司
モリセイキ BRASIL  
LTDA. 
モリセイキ HONG KONG  
LTD. 
モリセイキ MEXICO,  
S.A.DE C.V. 
モリセイキ (THAILAND) 
CO., LTD. 
上海森精机机床有限公司
株式会社太陽工機 
株式会社森精機テクノ 
モリセイキ KOREA CO., 
LTD. 
株式会社森精機治具 
研究所 
株式会社森精機部品加工
研究所 
DTL モリセイキ, INC. 
PT. モリセイキ 
INDONESIA 
モリセイキ AUSTRALIA  
PTY LIMITED 
MS SYFRAMO S.A.S. 
モリセイキMID-AMERICAN
SALES INC. 
モリセイキDISTRIBUTOR
SERVICES,INC. 
株式会社森精機 
トレーディング 

連結子会社の数25社 

連結子会社の名称 
モリセイキ U.S.A.,INC.
モリセイキ G.m.b.H.
モリセイキ (UK) LTD.
モリセイキ FRANCE S.A.
モリセイキ ITALIANA 
S.R.L. 
モリセイキ ESPANA S.A.
モリセイキ SINGAPORE 
PTE LTD. 
台湾森精機股份有限公司
モリセイキ BRASIL 
LTDA. 
モリセイキ HONG KONG 
LTD. 
モリセイキ MEXICO, 
S.A.DE C.V. 
モリセイキ (THAILAND) 
CO., LTD. 
上海森精机机床有限公司
株式会社太陽工機
株式会社森精機テクノ
モリセイキ KOREA CO., 
LTD. 
株式会社森精機治具
研究所 
株式会社森精機部品加工
研究所 
DTL モリセイキ, INC.
PT. モリセイキ
INDONESIA 
モリセイキ AUSTRALIA 
PTY LIMITED 
MS SYFRAMO S.A.S.
モリセイキMID-AMERICAN
SALES INC. 
モリセイキDISTRIBUTOR
SERVICES,INC. 
株式会社森精機
トレーディング 

連結子会社の数25社 

連結子会社の名称 

前連結会計年度において連
結子会社であった株式会社
森精機ハイテック(現森精
機興産株式会社)、株式会
社森精機販売は重要性が減
少したことにより、当連結
会計年度より連結の範囲か
ら除いております。また、
MS SYFRAMO S.A.S.は当連
結会計年度において株式を
取得したことにより、当連
結会計年度より連結子会社
に含めております。 

モリセイキ U.S.A.,INC.
モリセイキ G.m.b.H. 
モリセイキ (UK) LTD. 
モリセイキ FRANCE S.A.
モリセイキ ITALIANA  
S.R.L. 
モリセイキ ESPANA S.A.
モリセイキ SINGAPORE  
PTE LTD. 
台湾森精機股份有限公司
モリセイキ BRASIL  
LTDA. 
モリセイキ HONG KONG  
LTD. 
モリセイキ MEXICO,  
S.A.DE C.V. 
モリセイキ (THAILAND) 
CO., LTD. 
上海森精机机床有限公司
株式会社太陽工機 
株式会社森精機テクノ 
モリセイキ KOREA CO., 
LTD. 
株式会社森精機治具 
研究所 
株式会社森精機部品加工
研究所 
DTL モリセイキ, INC. 
PT. モリセイキ 
INDONESIA 
モリセイキ AUSTRALIA  
PTY LIMITED 
MS SYFRAMO S.A.S. 
モリセイキMID-AMERICAN
SALES INC. 
モリセイキDISTRIBUTOR
SERVICES,INC. 
株式会社森精機 
トレーディング 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (2) 非連結子会社 非連結子会社名 

モリセイキ MÜNCHEN  
G.m.b.H. 

株式会社森精機プレシ 
ジョン 

株式会社森精機リース 

森精機興産株式会社 

株式会社森精機販売 

非連結子会社名 

MS POLLARD LTD.
モリセイキ MÜNCHEN 
G.m.b.H. 

株式会社森精機プレシ
ジョン 

株式会社森精機リース

森精機興産株式会社

株式会社森精機販売

非連結子会社名 

モリセイキ MÜNCHEN  
G.m.b.H. 

株式会社森精機プレシ 
ジョン 

株式会社森精機リース 

森精機興産株式会社 

株式会社森精機販売 

  連結の範囲から除外した理

由 

 非連結子会社５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(持分に見合う額)

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。 

連結の範囲から除外した理

由 

 非連結子会社６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(持分に見合う額)

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。 

連結の範囲から除外した理

由 

 非連結子会社５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（持分に見合う額）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 

      

 (1) 持分法適用会社 該当事項はありません。 関連会社１社 関連会社１社 

    株式会社渡部製鋼所 株式会社渡部製鋼所 

 (2) 持分法を適用し

ない非連結子会

社及び関連会社 

持分法を適用しない非連結

子会社の会社名及び主要な

関連会社の会社名 

 非連結子会社 

 関連会社 

モリセイキ MÜNCHEN  
G.m.b.H. 

株式会社森精機プレシ
ジョン 

株式会社森精機 
リース 

森精機興産株式会社 

株式会社森精機販売 

株式会社 
ユナイティッド 
マニュファクチャ 
リング 
ソリューションズ 
他４社 

持分法を適用しない非連結

子会社の会社名及び主要な

関連会社の会社名 

 非連結子会社 

 関連会社 

MS POLLARD LTD.

モリセイキ MÜNCHEN 
G.m.b.H. 

株式会社森精機プレシ
ジョン 

株式会社森精機リース

森精機興産株式会社

株式会社森精機販売

株式会社
ユナイティッド 
マニュファクチャ 
リング 
ソリューションズ 
他４社 

持分法を適用しない非連結

子会社の会社名及び主要な

関連会社の会社名 

 非連結子会社 

 関連会社 

モリセイキ MÜNCHEN  
G.m.b.H. 

株式会社森精機プレシ
ジョン 

株式会社森精機リース

森精機興産株式会社 

株式会社森精機販売 

株式会社 
ユナイティッド 
マニュファクチャ 
リング 
ソリューションズ 
他４社 

  持分法を適用しない理由 

 持分法非適用の非連結子

会社及び関連会社は、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

法の適用から除外してお

ります。 

持分法を適用しない理由 

同左 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用の非連結子

会社及び関連会社は、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

法の適用から除外してお

ります。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 連結子会社の中間

決算日(事業年度)

等に関する事項 

連結子会社の決算日は、12

月31日が３社、３月31日が

22社であります。なお、12

月31日が決算日の連結子会

社については、中間連結決

算日現在で実施した仮決算

に基づく中間財務諸表を使

用しております。 

連結子会社の決算日は、12

月31日が３社、３月31日が

22社であります。なお、12

月31日が決算日の連結子会

社については、中間連結決

算日現在で実施した仮決算

に基づく中間財務諸表を使

用しております。 

連結子会社の決算日は、12

月31日が３社、３月31日が

22社であります。なお、12

月31日が決算日の連結子会

社については、連結決算日

現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用してお

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 

  ……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。) 

同左 その他有価証券 

 時価のあるもの 

  ……決算期末日の市場

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 

   時価のないもの 

  ……移動平均法による

原価法 

  ② デリバティブ

取引により生

ずる債権債務 

時価法 同左 同左 

  ③ たな卸資産 商品・製品・仕掛品 

  ……中間連結財務諸表

提出会社及び国内

連結子会社は主と

して総平均法によ

る原価法によって

おりますが、在外

連結子会社は主と

して先入先出法に

よる低価法によっ

ております。 

同左 商品・製品・仕掛品 

  ……連結財務諸表提出

会社及び国内連結

子会社は主として

総平均法による原

価法によっており

ますが、在外連結

子会社は主として

先入先出法による

低価法によってお

ります。 

  原材料…移動平均法による

原価法 

  原材料…移動平均法による

原価法 

  貯蔵品…最終仕入原価法   貯蔵品…最終仕入原価法 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (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 定率法を採用しております

が、在外連結子会社は定額

法によっております。 

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した中間連結財

務諸表提出会社及び国内連

結子会社の建物(附属設備

を除く)については定額法

を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び 
構築物 

７年～50年

機械装置 
及び運搬具 

２年～17年

同左 定率法を採用しております

が、在外連結子会社は定額

法によっております。 

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した連結財務諸

表提出会社及び国内連結子

会社の建物(附属設備を除

く)については定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び 
構築物 

７年～50年

機械装置 
及び運搬具 

２年～17年

  ② 無形固定資産 定額法によっております。 

なお、営業権については５

年～10年、市場販売目的の

ソフトウェアについては見

込販売期間(３年)、自社利

用のソフトウェアについて

は社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法に

よっております。 

同左 同左 

        

 (3) 重要な引当金の

計上基準 

      

    貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いて貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権に

ついては、個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

同左 同左 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (4) 中間連結財務諸

表(連結財務諸

表)作成の基礎

となった連結会

社の中間財務諸

表(財務諸表)の

作成に当たって

採用した重要な

外貨建の資産又

は負債の本邦通

貨への換算の基

準 

外貨建金銭債権債務は、中

間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。 

なお、在外連結子会社等の

資産及び負債は、中間決算

日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は少数

株主持分及び資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含

めております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。 

なお、在外連結子会社等の

資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は少数

株主持分及び資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含

めております。 

        

 (5) 重要なリース取

引の処理方法 

中間連結財務諸表提出会社

及び国内連結子会社は、リ

ース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によってお

り、在外連結子会社につい

ては主として通常の売買取

引に準じた会計処理によっ

ております。 

同左 連結財務諸表提出会社及び

国内連結子会社は、リース

物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた

会計処理によっており、在

外連結子会社については主

として通常の売買取引に準

じた会計処理によっており

ます。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (6) 重要なヘッジ会

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。 

同左 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 

同左 同左 

  ・ヘッジ対象 

 外貨建予定取引 

    

  ③ ヘッジ方針 中間連結財務諸表提出会社

は、自社に為替変動リスク

が帰属する場合は、そのリ

スクヘッジのため、実需原

則に基づき成約時に為替予

約取引を行うものとしてお

ります。 

同左 連結財務諸表提出会社は、

自社に為替変動リスクが帰

属する場合は、そのリスク

ヘッジのため、実需原則に

基づき成約時に為替予約取

引を行うものとしておりま

す。 

  ④ ヘッジ有効性

評価の方法 

ヘッジ手段の変動額の累計

額とヘッジ対象の変動額の

累計額を比較して有効性を

判定しております。 

同左 同左 

        

 (7) その他中間連結

財務諸表(連結

財務諸表)作成

のための重要な

事項 

      

  ① 消費税等の会

計処理 

消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。 

同左 同左 

  ② 納付税額及び

法人税等調整

額 

中間連結財務諸表提出会社

の中間連結会計期間に係る

納付税額及び法人税等調整

額は、当期において予定し

ている利益処分による圧縮

積立金及び特別償却準備金

の積立て及び取崩しを前提

として、当中間連結会計期

間に係る金額を計上してお

ります。 

同左 ――― 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能

であり、かつ価格の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。 

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であ

り、かつ価格の変動につい

て僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投

資からなっております。 



会計処理の変更 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

追加情報 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― （売上計上基準） 

当中間連結会計期間より、国内に

おける機械本体の売上計上基準を従

来の出荷基準から検収基準に変更し

ております。この変更は、ターンキ

ー案件の増加により、複雑化、高度

化が進み、出荷から検収までの期間

が長期化する傾向にあることから、

売上計上基準をより客観性、確実性

のある検収基準に変更することによ

り、出荷から検収に至る管理をより

厳密に行い、より一層の品質向上を

目指すものであります。 

この変更に伴い、従来と同一の基

準によった場合と比較し、売上高は

2,696百万円、営業利益、経常利

益、税金等調整前中間純利益は795

百万円それぞれ減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。 

――― 

――― （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

利益は349百万円減少しておりま

す。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき、各資産の金額から直接控

除しております。 

――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31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110百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前中間純利益

が、110百万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235百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益 

が、235百万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９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

66,907百万円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

69,431百万円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

68,778百万円 

  

 ２ 債務保証 

  

  

 販売先のリース料 

 支払に対する 

 債務保証 

 (㈱駒月他278件) 

1,841百万円

 ２ 債務保証 

 販売先のリース料

 支払に対する 

 債務保証 

 (㈱駒月他322件) 

2,219百万円

 ２ 債務保証 

 販売先のリース料 

 支払に対する 

 債務保証 

 (㈱駒月他305件) 

2,091百万円

 ３ コミットメントライン契約 

運転資金の効率的な調達を

行うため、取引銀行３行と

貸出コミットメントライン

契約を締結しております。

この契約に基づく当中間連

結会計期間末の借入未実行

残高は以下のとおりであり

ます。 

  

貸出コミット 

メント限度額 

11,000百万円 

借入実行残高 ― 

差引額 11,000百万円 

 ３ コミットメントライン契約 

運転資金の効率的な調達を

行うため、取引銀行３行と

貸出コミットメントライン

契約を締結しております。

この契約に基づく当中間連

結会計期間末の借入未実行

残高は以下のとおりであり

ます。 

  

貸出コミット 

メント限度額 

11,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額 11,000百万円

 ３ コミットメントライン契約 

運転資金の効率的な調達を

行うため、取引銀行３行と

貸出コミットメントライン

契約を締結しております。

この契約に基づく当連結会

計年度末の借入未実行残高

は以下のとおりでありま

す。 

  

貸出コミット 

メント限度額 

11,000百万円 

借入実行残高 ― 

差引額 11,000百万円 



(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４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費に属する費用と一般管

理費に属する費用のうち主要

なものは以下のとおりであり

ます。 

運賃 2,433百万円

販売促進費 1,138百万円

貸倒引当金 
繰入額 

15百万円

給料・賞与金 3,657百万円

退職給付費用 104百万円

減価償却費 877百万円

研究開発費 1,675百万円

連結調整勘定 
償却額 

41百万円

※１ 販売費に属する費用と一般管

理費に属する費用のうち主要

なものは以下のとおりであり

ます。 

運賃 3,458百万円

販売促進費 1,721百万円

給料・賞与金 4,757百万円

退職給付費用 120百万円

減価償却費 982百万円

研究開発費 2,748百万円

連結調整勘定
償却額 

63百万円

支払手数料 1,007百万円

※１ 販売費に属する費用と一般管

理費に属する費用のうち主要

なものは以下のとおりであり

ます。 

運賃 5,568百万円

販売促進費 2,831百万円

貸倒引当金 
繰入額 

53百万円

給料・賞与金 7,769百万円

退職給付費用 213百万円

減価償却費 1,816百万円

研究開発費 3,572百万円

連結調整勘定 
償却額 

82百万円

支払手数料 1,732百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は以下

のとおりであります。 

建物及び 
構築物 

3百万円

機械装置及び 
運搬具 

4百万円

その他(工具 
器具及び備品) 

0百万円

合計 8百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は以下

のとおりであります。 

機械装置及び
運搬具 

14百万円

土地 332百万円

その他(工具
器具及び備品)

0百万円

合計 347百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は以下

のとおりであります。 

建物及び
構築物 

3百万円

機械装置及び 
運搬具 

4百万円

土地 6百万円

その他(工具 
器具及び備品) 

0百万円

合計 15百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は以下

のとおりであります。 

建物及び 
構築物 

0百万円

機械装置及び 
運搬具 

15百万円

その他(工具 
器具及び備品) 

1百万円

合計 16百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は以下

のとおりであります。 

建物及び
構築物 

405百万円

機械装置及び
運搬具 

683百万円

その他(工具
器具及び備品)

0百万円

合計 1,089百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は以下

のとおりであります。 

建物及び
構築物 

0百万円

機械装置及び 
運搬具 

86百万円

その他(工具 
器具及び備品) 

1百万円

合計 87百万円

※４ 固定資産売却損の内訳は以下

のとおりであります。 

土地 26百万円

その他(工具 
器具及び備品) 

0百万円

合計 26百万円

※４ 固定資産売却損の内訳は以下

のとおりであります。 

建物及び
構築物 

80百万円

機械装置及び
運搬具 

7百万円

合計 88百万円

※４  固定資産売却損の内訳は以下

のとおりであります。 

機械装置及び 
運搬具 

0百万円 

土地 26百万円

その他(工具 
器具及び備品) 

1百万円

合計 28百万円

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― ※５ 減損損失 

当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

――― 



  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

（経緯） 

上記の土地については、研究施

設、営業所建設予定地としてそれ

ぞれ取得いたしましたが、設備投

資計画の変更に伴い、現在は遊休

資産としております。 

今後の利用計画もなく、地価も

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） 

事業部門別を基本とし、営業部

門においては営業所を単位に、製

造部門においては工場を単位と

し、将来の使用が見込まれていな

い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） 

正味売却価額により測定してお

り、固定資産税評価額に基づき、

これに合理的な調整を行って算出

した価額により評価しておりま

す。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円)

遊休 土地 奈良県生駒市 302 

遊休 土地 北海道恵庭市 47 

計 349 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31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 

現金及び 
預金勘定 

  10,933百万円

預入期間が３ 
ヵ月を超える 
定期預金 

  △3百万円

現金及び現金 
同等物の中間 
期末残高 

  10,930百万円

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 

現金及び
預金勘定 

 25,955百万円

預入期間が３
ヵ月を超える
定期預金 

 △3百万円

現金及び現金
同等物の中間
期末残高 

 25,952百万円

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 

現金及び
預金勘定 

  12,775百万円

預入期間が３ 
ヵ月を超える 
定期預金 

  △3百万円

現金及び現金 
同等物の期末 
残高 

  12,772百万円



(リース取引関係) 

  

  

次へ 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

借主側       

１ 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(期末)残高

相当額 

なお、取得価額相当額は、

有形固定資産の中間期末残

高等に占める未経過リース

料中間期末残高の割合が低

いため、「支払利子込み

法」によって算定しており

ます。 

科目 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間 
期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具 

2,218 864 1,353

有形固定
資産 
その他 

230 105 125

合計 2,449 969 1,479

同左 

科目
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間
期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び 
運搬具 

3,627 1,386 2,241

有形固定
資産 
その他 

190 51 139

合計 3,818 1,437 2,380

なお、取得価額相当額は、

有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期

末残高の割合が低いため、

「支払利子込み法」によっ

て算定しております。 

科目
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び 
運搬具 

2,857 1,086 1,770

有形固定
資産 
その他 

115 57 58

合計 2,972 1,144 1,828

 (2) 未経過リース料

中間期末(期末)

残高相当額 

なお、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

よって算定しております。 

１年以内 444百万円

１年超 1,035百万円

計 1,479百万円

同左 

１年以内 635百万円

１年超 1,744百万円

計 2,380百万円

なお、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」によって算定して

おります。 

１年以内 511百万円

１年超 1,317百万円

計 1,828百万円

 (3) 支払リース料及

び減価償却費相

当額 

支払リース料 207百万円

減価償却費 
相当額 

207百万円

支払リース料 314百万円

減価償却費
相当額 

314百万円

支払リース料 459百万円

減価償却費 
相当額 

459百万円

 (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。 

同左 同左 

２ オペレーティン

グ・リース取引 

      

  未経過リース料 １年以内 241百万円

１年超 677百万円

計 918百万円

１年以内 621百万円

１年超 3,435百万円

計 4,056百万円

１年以内 306百万円

１年超 718百万円

計 1,025百万円



(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(注) 減損処理にあたっては、中間期末(期末)における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には全て減損処理を行ってお

ります。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

(注) １ 時価の算定方法 

為替予約取引……先物為替相場によっております。 

２ ヘッジ会計(繰延ヘッジ処理)を適用しているものについては開示の対象から除いております。 

  

区分 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

取得原価 
(百万円) 

中間連結 
貸借対照 
表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

取得原価
(百万円) 

中間連結
貸借対照 
表計上額 
(百万円) 

差額
(百万円) 

取得原価
(百万円) 

連結貸借 
対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 3,520 5,968 2,447 3,603 9,394 5,790 3,720 7,623 3,902

計 3,520 5,968 2,447 3,603 9,394 5,790 3,720 7,623 3,902

区分 
前中間連結会計期間末
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

(1) その他有価証券 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

非上場株式 8 ― ―

計 8 ― ―

(2) 子会社株式及び 
関連会社株式 

中間連結貸借対照表計上額
(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額
(百万円) 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

子会社株式 300 309 300

関連会社株式 132 794 792

計 432 1,104 1,092

区分 種類 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

契約 
額等 
(百万円) 

契約 
額等 
のうち
１年超
(百万
円) 

時価 
(百万円) 

評価 
損益 
(百万
円) 

契約
額等 
(百万円)

契約
額等 
のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価
損益 

(百万円)

契約
額等 

(百万円)

契約 
額等 
のうち 
１年超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価 
損益 
(百万円)

市場取引 
以外の 
取引 

為替予約取引             

売建             

米ドル 1,792 ― 1,804 △11 1,901 ― 1,978 △76 2,331 ― 2,396 △64

ユーロ 4,509 ― 4,594 △84 7,580 1,187 7,662 △82 4,939 3,583 5,041 △102

英ポンド 216 ― 218 △2 ― ― ― ― ― ― ― ―

豪ドル 17 ― 17 0 ― ― ― ― 193 ― 195 △1

合計 6,536 ― 6,634 △98 9,482 1,187 9,641 △159 7,464 3,583 7,633 △169



(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４月１日 至 平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成17年４月

１日 至 平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当社企業グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して同種、同系列の工作機械を

専ら製造販売しておりますので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 
  

(注) １ 営業費用に含まれる共通費は全て各セグメントに配賦しております。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

米州………………………アメリカ、ブラジル、メキシコ 

欧州………………………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、トルコ 

アジア・オセアニア……シンガポール、台湾、中国、タイ、韓国、インドネシア、オーストラリア 

  

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

(注) １ 営業費用に含まれる共通費は全て各セグメントに配賦しております。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

米州………………………アメリカ、ブラジル、メキシコ 

欧州………………………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、トルコ 

アジア・オセアニア……シンガポール、台湾、中国、タイ、韓国、インドネシア、オーストラリア 

                   インド、マレーシア 

３ 会計処理の変更 

（売上計上基準） 

「中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より国内における機械本体の売

上計上基準を従来の出荷基準から検収基準に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、

日本において売上高は2,696百万円、営業利益は795百万円それぞれ減少しております。なお、日本以外については、セグ

  
日本
(百万円) 

米州 
(百万円) 

欧州
(百万円) 

アジア・
オセアニア
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高       

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

32,521 9,176 10,779 833 53,311 ― 53,311

(2) セグメント間の内部 
売上高 

14,082 182 143 362 14,770 (14,770) ―

計 46,604 9,359 10,923 1,195 68,082 (14,770) 53,311

営業費用 43,594 9,522 11,072 1,102 65,292 (15,081) 50,210

営業利益又は 
営業損失(△) 

3,009 △163 △149 93 2,790 310 3,101

  
日本
(百万円) 

米州 
(百万円) 

欧州
(百万円) 

アジア・
オセアニア
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高       

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

36,199 14,751 13,861 1,229 66,042 ― 66,042

(2) セグメント間の内部 
売上高 

24,369 636 326 486 25,818 (25,818) ―

計 60,568 15,388 14,188 1,715 91,860 (25,818) 66,042

営業費用 55,586 14,916 13,847 1,528 85,879 (25,414) 60,464

営業利益 4,981 471 340 187 5,981 (403) 5,577



メント情報に与える影響はありません。 

  

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
  

(注) １ 営業費用に含まれる共通費は全て各セグメントに配賦しております。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

   米州………………………アメリカ、ブラジル、メキシコ 

   欧州………………………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、トルコ 

   アジア・オセアニア……シンガポール、台湾、中国、タイ、韓国、インドネシア、オーストラリア 

                   インド、マレーシア 

  

  
日本
(百万円) 

米州 
(百万円) 

欧州
(百万円) 

アジア・
オセアニア
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高       

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

71,977 22,972 25,163 2,052 122,166 ― 122,166

(2) セグメント間の内部 
売上高 

35,765 527 485 847 37,626 (37,626) ―

計 107,743 23,500 25,648 2,900 159,793 (37,626) 122,166

営業費用 97,753 23,917 25,605 2,569 149,847 (38,197) 111,649

営業利益又は 
営業損失(△) 

9,989 △416 42 330 9,946 571 10,517



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 
  

(注) １ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 
(1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
(2) 各区分に属する主な国又は地域 

米州………………………アメリカ、ブラジル、カナダ、アルゼンチン、メキシコ 
欧州………………………ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、スペイン、オランダ、ノルウェー、スウェーデ

ン、デンマーク、スイス、イスラエル、フィンランド、トルコ、ロシア 
アジア・オセアニア……シンガポール、台湾、中国、タイ、インド、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュー

ジーランド 

  

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

(注) １ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 
(1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
(2) 各区分に属する主な国又は地域 

米州………………………アメリカ、ブラジル、カナダ、アルゼンチン、メキシコ 
欧州………………………ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、スペイン、オランダ、ノルウェー、スウェーデ

ン、デンマーク、スイス、イスラエル、フィンランド、トルコ、ロシア、スロベニア、チェ
コ、ハンガリー、ポーランド 

アジア・オセアニア……シンガポール、台湾、中国、タイ、インド、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュー
ジーランド、マレーシア、フィリピン、ベトナム 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
  

(注) １ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 
(1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
(2) 各区分に属する主な国又は地域 
   米州………………………アメリカ、ブラジル、カナダ、アルゼンチン、メキシコ 
   欧州………………………ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、スペイン、オランダ、ノルウェー、スウェーデ

ン、デンマーク、スイス、イスラエル、フィンランド、トルコ、ロシア 
   アジア・オセアニア……シンガポール、台湾、中国、タイ、インド、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュー

ジーランド、マレーシア 

  

  米州 欧州
アジア・
オセアニア 

計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,980 10,935 3,932 24,848 

Ⅱ 連結売上高(百万円)   53,311 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

18.7 20.5 7.4 46.6 

  米州 欧州
アジア・
オセアニア 

計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 16,781 14,789 6,117 37,689 

Ⅱ 連結売上高(百万円)   66,042 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

25.4 22.4 9.3 57.1 

  米州 欧州
アジア・
オセアニア 

計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 25,034 25,108 9,003 59,146 

Ⅱ 連結売上高(百万円)   122,166 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

20.5 20.5 7.4 48.4 



(１株当たり情報) 

  

  

 (注)１株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであ

ります。 

  

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,009.63円 1,142.34円 1,094.25円 

１株当たり中間(当期)純利益 29.13円 51.50円 104.94円 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益について

は、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。 

51.18円 潜在株式調整後１株当た

り当期純利益について

は、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しな

い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16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり中間（当期）純利
益金額 

  

中間(当期)純利益(百万円) 2,574 4,536 9,381 

普通株主に帰属しない金額 
(百万円) 

― ― 115 

(うち、利益処分による 
 役員賞与金) 

(―) (―) (115) 

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(百万円) 

2,574 4,536 9,265 

普通株式の期中平均株式数 
(千株) 

88,397 88,085 88,295 

潜在株式調整後1株当たり中

間（当期）純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額

（百万円） 
― ― ― 

普通株式増加数（千株） ― 563 ― 

(うち、新株予約権) (―) (563) (―) 

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)純利益の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要 

新株予約権２種類(新株予

約権の数 29,030 個及び

10,600個) 

これらの詳細について

は、「第４ 提出会社の状

況１株式等の状況 (2) 

新株予約権等の状況」に

記載のとおりでありま

す。 

新株予約権(新株予約権の

数27,960個)及び2012年満

期ユーロ円建転換社債型

新株予約権付社債(額面金

額11,500百万円) 

これらの詳細について

は、「第４ 提出会社の状

況１株式等の状況 (2) 

新株予約権等の状況」に

記載のとおりでありま

す。 

新株予約権２種類(新株予

約権の数 28,790 個及び

10,420個) 

これらの詳細について

は、「第４ 提出会社の状

況１株式等の状況 (2) 

新株予約権等の状況」に

記載のとおりでありま

す。 



  

(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― ―――   当社は、平成17年５月25日開催の

取締役会決議により、平成17年６月

13日に欧州を中心とする海外市場

(但し、米国を除く。)において募集

する2012年満期ユーロ円建転換社債

型新株予約権付社債(以下「本新株

予約権付社債」といい、そのうち社

債のみを「本社債」、新株予約権の

みを「本新株予約権」という。)を

発行いたしました。 

  本新株予約権付社債の概要は以下

のとおりであります。 

  

イ 本新株予約権付社債の銘柄 

株式会社森精機製作所2012年満期

ユーロ円建転換社債型新株予約権付

社債 

ロ 本新株予約権付社債券に関する

事項 

(ⅰ)発行価額 

 本社債の額面金額の101％(各

本社債の額面金額  100万円) 

(ⅱ)発行価格（募集価格） 

 本社債の額面金額の103.5％ 

(ⅲ)発行価額の総額 

  116億1,500万円並びに本新株予

約権付社債券の紛失、盗難又は滅

失の場合に適切な証明及び補償を

得て発行することがある代替新株

予約権付社債券に係る本社債の発

行価額合計額の合計額 

(ⅳ)利率 

  本社債には利息は付さない。 

(ⅴ)償還期限 

  2012年６月13日 

(ⅵ)本新株予約権の目的となる株式

の種類及び数 

  (1)種類 

  当社普通株式 

  (2)数 

  本新株予約権の行使により当

社が当社普通株式を新たに発行

し又は当社の保有する当社普通

株式を移転する数は、行使請求

に係る本社債の発行価額の総額

を下記(ⅷ)記載の転換価額で除

した数とする。但し、行使によ

り生じる1株未満の端数は切り

捨て、現金による調整は行わな

い。本新株予約権の行使により

単元未満株式が発生する場合に

は、当社は商法に定める単元未 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― ――― 満株式の買取請求権が行使され

たものとして現金により精算す



  

る。 

(ⅶ)本新株予約権の総数 

  11,500個並びに本新株予約権付

社債券の紛失、盗難又は滅失の場

合に適切な証明及び補償を得て発

行することがある代替新株予約権

付社債券に係る本社債の額面金額

合計額を100万円で除した個数の

合計数 

  

(ⅷ)本新株予約権の行使に際して払

い込むべき金額 

(1)各本新株予約権の行使に際し

て払い込むべき額は、本社債

の発行価額と同額とする。 

(2)転換価額は、当初、1,377円と

する。 

(3)転換価額は、本新株予約権付

社債の発行後、当社が当社普

通株式の時価を下回る価額で

当社普通株式を発行し又は当

社の保有する当社普通株式を

処分する場合には、次の算式

により調整される。なお、次

の算式において、「既発行株

式数」は当社の発行済普通株

式(当社が保有するものを除

く。)の総数をいう。 

  

  

また、転換価額は、当社普通

株式の分割又は併合、当社普

通株式の時価を下回る価額を

もって当社普通株式の発行又

は移転を請求できる新株予約

権(新株予約権付社債に付され

るものを含む。)の発行が行わ

れる場合その他一定の事由が

生じた場合にも適宜調整され

る。 

  (ⅸ)本新株予約権の行使期間 

2005年６月27日から2012年５

月29日まで(行使請求受付場所

現地時間)  

  

調整後 

＝

調整前 

× 
 

転 換 価

額 
転換価額   

         

    発行又は 

× 

１株当たり

の発 

既発行
＋ 

処分株式

数 

行又は処分

価額 

株式数 時価 

既発行株式数 ＋ 発行又は処分株式数 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

    ハ 発行方法 

Nomura International plcの総額

買取引受けによる欧州を中心とす



  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

る海外市場(但し、米国を除く。)

における募集。 

ニ 本新株予約権付社債の手取金

の使途 

手取金は、その全額を設備投資

資金に充当する。 

ホ 担保の内容 

無担保とする。 

へ 新規発行年月日 

  2005年６月13日 

  



２ 【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16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     8,123 21,068   8,892 

２ 受取手形     398 783   809 

３ 売掛金     21,198 24,121   23,727 

４ たな卸資産     16,416 19,807   16,696 

５ 繰延税金資産     45 35   40 

６ 未収消費税等     166 101   382 

７ その他     2,990 2,062   2,219 

８ 貸倒引当金     △179 △68   △186 

流動資産合計     49,160 41.5 67,912 49.0   52,584 41.8

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1) 建物     22,007 20,005   22,204 

(2) 機械及び装置     5,639 5,156   6,607 

(3) 土地     18,280 18,240   18,789 

(4) 建設仮勘定     285 260   39 

(5) その他     3,086 3,495   3,319 

有形固定資産 
合計 

    49,299 41.6 47,159 34.0   50,961 40.5

２ 無形固定資産     2,850 2.4 1,967 1.4   2,507 2.0

３ 投資その他の 
資産 

          

(1) 投資有価証券     5,977 9,394   7,623 

(2) 関係会社株式     8,230 8,853   8,893 

(3) その他     3,044 3,380   3,238 

(4) 貸倒引当金     △25 ―   ― 

投資その他の 
資産合計 

    17,225 14.5 21,628 15.6   19,756 15.7

固定資産合計     69,375 58.5 70,755 51.0   73,225 58.2

資産合計     118,535 100.0 138,668 100.0   125,809 100.0



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金     6,566 7,685   7,504 

２ 一年以内返済 
長期借入金 

    5,000 5,000   5,000 

３ 未払法人税等     182 161   326 

４ その他     3,865 4,610   5,578 

流動負債合計     15,614 13.2 17,456 12.6   18,411 14.6

Ⅱ 固定負債           

１ 新株予約権付 
社債 

    ― 11,500   ― 

２ 長期借入金     15,000 10,000   12,500 

３ 繰延税金負債     1,036 2,380   1,620 

４ 再評価に係る 
繰延税金負債 

    1,824 1,824   1,824 

固定負債合計     17,861 15.0 25,704 18.5   15,944 12.7

負債合計     33,475 28.2 43,161 31.1   34,356 27.3

            

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     28,190 23.8 28,190 20.3   28,190 22.4

Ⅱ 資本剰余金           

 １ 資本準備金   40,931   40,931 40,931   

 ２ その他資本 
剰余金 

  ―   57 1   

資本剰余金合計     40,931 34.5 40,988 29.6   40,932 32.5

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   2,650   2,650 2,650   

２ 任意積立金   25,974   32,898 25,974   

３ 中間(当期)未処 
  分利益又は中間 
  未処理損失(△) 

  4,934   △2,370 10,405   

利益剰余金合計     33,559 28.3 33,178 23.9   39,030 31.0

Ⅳ 土地再評価差額金     △13,569 △11.4 △4,636 △3.3   △13,171 △10.4

Ⅴ その他有価証券 
評価差額金 

    1,456 1.2 3,446 2.5   2,322 1.8

Ⅵ 自己株式     △5,508 △4.6 △5,660 △4.1   △5,850 △4.6

資本合計     85,060 71.8 95,506 68.9   91,453 72.7

負債資本合計     118,535 100.0 138,668 100.0   125,809 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     44,889 100.0 58,214 100.0   103,746 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１   32,147 71.6 39,175 67.3   72,562 69.9

売上総利益     12,741 28.4 19,038 32.7   31,184 30.1

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※１   10,381 23.1 14,398 24.7   22,830 22.0

営業利益     2,360 5.3 4,640 8.0   8,354 8.1

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   14   3 23   

２ 受取配当金   25   50 50   

３ 為替差益   104   ― 100   

４ 社債発行差金   ―   115 ―   

５ その他   40 185 0.4 87 256 0.4 73 248 0.2

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   47   39 92   

２ 為替差損   ―   197 ―   

３ 社債発行費   ―   72 ―   

４ その他   38 86 0.2 111 421 0.7 97 190 0.2

経常利益     2,459 5.5 4,475 7.7   8,412 8.1

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益 ※２ 7   262 14   

２ 投資有価証券 
  売却益 

  ―   917 0   

３ 貸倒引当金 
戻入益 

  ― 7 0.0 118 1,297 2.2 ― 15 0.0

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産除却損 ※３ 15   683 86   

２ 固定資産売却損 ※４ 26   85 26   

３ 減損損失 ※５ ―   349 ―   

４ 関係会社株式 
  評価損 

  ―   44 ―   

５ 役員退職慰労金   369   ― 369   

６ 投資その他の 
資産評価損 

  ― 412 0.9 28 1,192 2.1 ― 482 0.5

税引前中間(当 
期)純利益 

    2,055 4.6 4,581 7.8   7,944 7.6

法人税、住民税 
及び事業税 

  21   21 42   

法人税等調整額   ― 21 0.1 ― 21 0.0 ― 42 0.0

中間(当期)純利 
益 

    2,034 4.5 4,560 7.8   7,902 7.6

前期繰越利益     2,907 1,604   2,907 

自己株式 
処分差損 

    0 ―   ― 

土地再評価 
差額金取崩額 

    △6 △8,535   △404 

中間(当期)未処 
分利益又は中間 
未処理損失(△) 

    4,934 △2,370   10,405 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

      

 (1) 有価証券 ① 子会社株式及び関連会

社株式 

   ……移動平均法によ

る原価法 

同左 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。) 

同左 ② その他有価証券 

  時価のあるもの 

   ……決算期末日の市

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 

    時価のないもの 

   ……移動平均法によ

る原価法 

 (2) デリバティブ取

引により生ずる

債権債務 

時価法 同左 同左 

 (3) たな卸資産 商品・製品・仕掛品 

   ……総平均法による

原価法 

同左 同左 

  原材料……移動平均法によ

る原価法 

    

  貯蔵品……最終仕入原価法     

２ 固定資産の減価償

却の方法 

      

 (1) 有形固定資産 定率法 

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属

設備を除く)については、

定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 ８年～50年

機械及び 
装置 

２年～17年

同左 同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (2) 無形固定資産 定額法 

なお、営業権については５

年、市場販売目的のソフト

ウェアについては見込販売

期間(３年)、自社利用のソ

フトウェアについては社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっ

ております。 

同左 同左 

３ 引当金の計上基準       

  貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に

備えるため一般債権につい

て貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。 

同左 同左 

４ 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

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

５ 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。 

同左 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 

同左 同左 

  ・ヘッジ対象 

 外貨建予定取引 

    

 (3) ヘッジ方針 当社は、自社に為替変動リ

スクが帰属する場合は、そ

のリスクヘッジのため、実

需原則に基づき成約時に為

替予約取引を行うものとし

ております。 

同左 同左 

 (4) ヘッジ有効性評

価の方法 

ヘッジ手段の変動額の累計

額とヘッジ対象の変動額の

累計額を比較して有効性を

判定しております。 

同左 同左 



  

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

      

 (1) 消費税等の会計

処理 

消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。 

同左 同左 

 (2) 納付税額及び法

人税等調整額 

中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、

当期において予定している

利益処分による圧縮積立金

及び特別償却準備金の積立

て及び取崩しを前提とし

て、当中間会計期間に係る

金額を計上しております。 

同左 ――― 



会計処理の変更 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― （売上計上基準） 

当中間会計期間より、国内におけ

る機械本体の売上計上基準を従来の

出荷基準から検収基準に変更してお

ります。この変更は、ターンキー案

件の増加により、複雑化、高度化が

進み、出荷から検収までの期間が長

期化する傾向にあることから、売上

計上基準をより客観性、確実性のあ

る検収基準に変更することにより、

出荷から検収に至る管理をより厳密

に行い、より一層の品質向上を目指

すものであります。 

この変更に伴い、従来と同一の基

準によった場合と比較し、売上高は

2,523百万円、営業利益、経常利

益、税引前中間純利益は749百万円

それぞれ減少しております。 

――― 

――― （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、税引前中間純利益は

349百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき、各資産の金額から直接控除

しております。 

――― 



追加情報 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31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108百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が、

108百万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230百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が、

230百万円減少しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

62,775百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

65,268百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

64,437百万円 

 ２ 債務保証 

販売先のリース 

料支払に対する 

債務保証 

(㈱駒月他278件) 

1,841百万円

 ２ 債務保証 

販売先のリース 

料支払に対する 

債務保証 

(㈱駒月他322件) 

2,219百万円

 ２ 債務保証 

販売先のリース 

料支払に対する 

債務保証 

(㈱駒月他305件) 

2,091百万円

 ３ コミットメントライン契約 

運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行３行と貸出

コミットメントライン契約を

締結しております。この契約

に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は以下のとお

りであります。 

  

貸出コミット 
メント限度額 

11,000百万円 

借入実行残高 ― 

差引額 11,000百万円 

 ３ コミットメントライン契約 

運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行３行と貸出

コミットメントライン契約を

締結しております。この契約

に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は以下のとお

りであります。 

  

貸出コミット 
メント限度額 

11,000百万円 

借入実行残高 ― 

差引額 11,000百万円 

 ３ コミットメントライン契約 

運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行３行と貸出

コミットメントライン契約を

締結しております。この契約

に基づく当事業年度末の借入

未実行残高は以下のとおりで

あります。 

  

貸出コミット 
メント限度額 

11,000百万円 

借入実行残高 ― 

差引額 11,000百万円 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,714百万円

無形固定資産 436百万円

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,744百万円

無形固定資産 421百万円

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,665百万円

無形固定資産 865百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は以下

のとおりであります。 

建物 3百万円

機械及び装置 4百万円

合計 7百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は以下

のとおりであります。 

機械及び装置 5百万円

土地 257百万円

合計 262百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は以下

のとおりであります。 

建物 3百万円

機械及び装置 4百万円

土地 6百万円

合計 14百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は以下

のとおりであります。 

機械及び装置 15百万円

その他(工具 

器具及び備品) 
0百万円

合計 15百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は以下

のとおりであります。 

機械及び装置 683百万円

その他(工具 

器具及び備品) 
0百万円

合計 683百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は以下

のとおりであります。 

構築物 0百万円

機械及び装置 85百万円

その他(工具 

器具及び備品) 
0百万円

合計 86百万円

※４  固定資産売却損の内訳は以下

のとおりであります。 

土地 26百万円

※４  固定資産売却損の内訳は以下

のとおりであります。 

建物 80百万円

機械及び装置 4百万円

合計 85百万円

※４  固定資産売却損の内訳は以下

のとおりであります。 

土地 26百万円

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― ※５ 減損損失 ――― 



  

  当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

  

（経緯） 

上記の土地については、研究施

設、営業所建設予定地としてそれ

ぞれ取得いたしましたが、設備投

資計画の変更に伴い、現在は遊休

資産としております。 

今後の利用計画もなく、地価も

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） 

事業部門別を基本とし、営業部

門においては営業所を単位に、製

造部門においては工場を単位と

し、将来の使用が見込まれていな

い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） 

正味売却価額により測定してお

り、固定資産税評価額に基づき、

これに合理的な調整を行って算出

した価額により評価しておりま

す。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円)

遊休 土地 奈良県生駒市 302 

遊休 土地 北海道恵庭市 47 

計 349 

  



(リース取引関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

借主側       

１ 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(期末)残高

相当額 

なお、取得価額相当額は、

有形固定資産の中間期末残

高等に占める未経過リース

料中間期末残高の割合が低

いため、「支払利子込み

法」により算定しておりま

す。 

科目 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械及び 
装置 2,165 848 1,316

車両 
運搬具 6 0 5

工具器具 
及び 
備品等 

175 86 89

合計 2,348 935 1,412

同左 

科目
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械及び
装置 3,202 1,343 1,859

車両
運搬具 21 5 15

工具器具
及び 
備品等 

102 22 79

合計 3,325 1,371 1,954

なお、取得価額相当額は、

有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期

末残高の割合が低いため、

「支払利子込み法」により

算定しております。 

科目
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械及び
装置 2,802 1,067 1,734

車両
運搬具 6 1 4

工具器具
及び 
備品等 

66 36 30

合計 2,875 1,105 1,770

 (2) 未経過リース料

中間期末(期末)

残高相当額 

なお、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。 

１年以内 425百万円

１年超 987百万円

計 1,412百万円

同左 

１年以内 549百万円

１年超 1,404百万円

計 1,954百万円

なお、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。 

１年以内 492百万円

１年超 1,277百万円

計 1,770百万円

 (3) 支払リース料及

び減価償却費相

当額 

支払リース料 197百万円

減価償却費 
相当額 

197百万円

支払リース料 286百万円

減価償却費
相当額 

286百万円

支払リース料 439百万円

減価償却費 
相当額 

439百万円

 (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。 

同左 同左 

        

２ オペレーティン

グ・リース取引 

      

  未経過リース料 １年以内 239百万円

１年超 674百万円

計 914百万円

１年以内 499百万円

１年超 2,166百万円

計 2,666百万円

１年以内 303百万円

１年超 713百万円

計 1,017百万円



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものがないため、記載すべき事項はありません。 

  

当中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものがないため、記載すべき事項はありません。 

  

前事業年度末(平成17年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものがないため、記載すべき事項はありません。 

  

 



  

(１株当たり情報) 

  

 (注) １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであ

ります。 

  

  

  

  

(重要な後発事象) 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 962.26円 1,081.87円 1,037.35円 

１株当たり中間(当期)純利益 23.01円 51.76円 88.19円 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益について

は、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。 

51.43円 潜在株式調整後１株当た

り当期純利益について

は、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり中間(当期)純利益
金額 

  

中間(当期)純利益(百万円) 2,034 4,560 7,902 

普通株主に帰属しない金額 
(百万円) 

― ― 115 

(うち、利益処分による 
 役員賞与金) 

(―) (―) (115) 

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(百万円) 

2,034 4,560 7,786 

普通株式の期中平均株式数 
(千株) 

88,397 88,106 88,295 

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益金額 

  

中間(当期)純利益調整額（百

万円） 
― ― ― 

普通株式増加数（千株） 
― 

  
563 ― 

（うち新株予約権） (―) (563) (―) 

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)純利益の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要 

新株予約権２種類(新株予

約権の数 29,030 個及び

10,600個)。 

これらの詳細について

は、「第４ 提出会社の状

況１株式等の状況 (2) 

新株予約権等の状況」に

記載のとおりでありま

す。 

新株予約権(新株予約権の

数27,960個)及び2012年満

期ユーロ円建転換社債型

新株予約権付社債(額面金

額11,500百万円) 

これらの詳細について

は、「第４ 提出会社の状

況１株式等の状況 (2) 

新株予約権等の状況」に

記載のとおりでありま

す。 

新株予約権２種類(新株予

約権の数 28,790 個及び

10,420個) 

これらの詳細について

は、「第４ 提出会社の状

況１株式等の状況 (2) 

新株予約権等の状況」に

記載のとおりでありま

す。 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― ―――   当社は、平成17年５月25日開催の



  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

取締役会決議により、平成17年６年

13日に2012年満期ユーロ円建転換社

債型新株予約権付社債を発行いたし

ました。 

  本新株予約権付社債の概要は「１

中間連結財務諸表等  (1)中間連結

財務諸表 (重要な後発事象)」に記

載しております。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

(1) 
  

自己株券買付 
状況報告書 

報告期間 
  

自 平成17年４月１日 
至 平成17年４月30日 

 
平成17年５月11日 
関東財務局長に提出。 

      
自 平成17年５月１日 
至 平成17年５月31日 

 
平成17年６月９日 
関東財務局長に提出。 

      
自 平成17年６月１日 
至 平成17年６月29日 

 
平成17年７月６日 
関東財務局長に提出。 

      
自 平成17年６月29日 
至 平成17年６月30日 

 
平成17年７月６日 
関東財務局長に提出。 

      
自 平成17年７月１日 
至 平成17年７月31日 

 
平成17年８月10日 
関東財務局長に提出。 

      
自 平成17年８月１日 
至 平成17年８月31日 

 
平成17年９月13日 
関東財務局長に提出。 

      
自 平成17年９月１日 
至 平成17年９月30日 

 
平成17年10月13日 
関東財務局長に提出。 

      
自 平成17年10月１日 
至 平成17年10月31日 

 
平成17年11月11日 
関東財務局長に提出。 

      
自 平成17年11月１日 
至 平成17年11月30日 

 
平成17年12月８日 
関東財務局長に提出。 

(2) 
  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

  
事業年度 
(第57期) 

  
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

 
  
平成17年６月29日 
関東財務局長に提出。 

(3) 
  
有価証券報告書の 
訂正報告書 

  
平成16年６月25日提出の有価証券報告 
書(第56期)に係る訂正報告書 

 
  
平成17年４月６日 
関東財務局長に提出。 

(4)  臨時報告書 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第１項及び同条第２項第１号の規定に
基づく2012年満期ユーロ円建転換社債型
新株予約権付社債の発行 

 

  
平成17年５月25日 
関東財務局長に提出。 
  
  

  
(5)  
  

  
臨時報告書の 
訂正報告書 

  
平成17年５月25日提出の臨時報告書に係
る訂正報告書 

 
  
平成17年５月26日 
関東財務局長に提出。 

    
平成17年５月25日提出の臨時報告書に係
る訂正報告書 

 
平成17年６月８日 
関東財務局長に提出。 

  
(6)  
  

  
有価証券届出書 
及びその添付書類 

  
対象 

  
新株予約権証券  

  
平成17年７月12日 
関東財務局長に提出。 

(7) 
  
有価証券届出書の 
訂正届出書 

  
平成17年７月12日提出の有価証券届出書
に係る訂正届出書 

 
  
平成17年７月20日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月24日

株式会社森精機製作所 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社森精機製作所の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年4月1日から平

成16年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社森精機製作所及び連結子会社の平成16年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  鳥  家  秀  夫  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  岡  本  髙  郎  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月22日

株式会社森精機製作所 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社森精機製作所の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年4月1日から平

成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社森精機製作所及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

１．会計処理の変更に記載のとおり、会社は、国内における機械本体の売上計上基準を従来の出荷基準から検収基準

に変更した。 

２．会計処理の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準に

より中間連結財務諸表を作成している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  岡  本  髙  郎  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  小  川  佳  男  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月24日

株式会社森精機製作所 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社森精機製作所の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第57期事業年度の中間会計期間（平成16年4月1日から平成

16年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社森精機製作所の平成16年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年4月1

日から平成16年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

  
  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  鳥  家  秀  夫  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  岡  本  髙  郎  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月22日

株式会社森精機製作所 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社森精機製作所の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第58期事業年度の中間会計期間（平成17年4月1日から平成

17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社森精機製作所の平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年4月1

日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

１．会計処理の変更に記載のとおり、会社は、国内における機械本体の売上計上基準を従来の出荷基準から検収基準

に変更した。 

２．会計処理の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準に

より中間財務諸表を作成している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

  
  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  岡  本  髙  郎  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  小  川  佳  男  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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