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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】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

３ 平成16年５月20日付をもって株式分割(無償交付)１：1.5を行っております。 

４ 当社は、平成17年４月１日に会社分割を行い、当社の営業の全部を新たに設立する「株式会社ミスミ」に承継させるとと

もに、「株式会社ミスミグループ本社」に商号変更いたしました。また、同時に駿河精機株式会社が当社の完全子会社と

なる株式交換を行いました。 

  

回次 第42期中 第43期中 第44期中 第42期 第43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 

売上高 (百万円) 32,495 40,218 49,291 69,561 81,509

経常利益 (百万円) 4,285 5,986 6,415 8,939 10,780

中間(当期)純利益 (百万円) 2,409 3,592 3,642 5,023 6,507

純資産額 (百万円) 29,551 36,005 49,960 32,189 38,644

総資産額 (百万円) 38,241 46,398 68,648 44,347 51,732

１株当たり純資産額 (円) 1,114.16 893.69 1,154.22 1,198.59 951,63

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 90.86 89.48 84.02 179.05 156.53

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 90.62 88.92 83.59 178.21 155.78

自己資本比率 (％) 77.3 77.6 72.8 72.6 74.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 916 371 903 4,363 5,226

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △208 96 △6,810 △235 △662

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △336 440 △346 △415 113

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 12,692 16,923 15,587 15,944 20,738

従業員数 
[外、平均臨時従業員数] 

(名) 
408 
[353]

567
[411]

2,584
[611]

472 
[385]

690
[414]



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高及び営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

３ 平成16年５月20日付をもって株式分割(無償交付)１：1.5を行っております。 

４ 当社は、平成17年４月１日に持株会社に移行しており、このため、当中間期の経営指標等は前期と比較して大きく変動し

ております。 

  

回次 第42期中 第43期中 第44期中 第42期 第43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 

売上高及び営業収益 (百万円) 31,055 38,297 614 66,493 77,444

経常利益 (百万円) 4,094 5,563 97 8,545 10,241

中間(当期)純利益 (百万円) 2,335 3,338 57 4,859 6,068

資本金 (百万円) 2,101 2,814 3,081 2,327 2,935

発行済株式総数 (株) 26,531,170 40,307,392 43,472,942 26,638,351 40,412,092

純資産額 (百万円) 29,497 35,602 42,512 32,114 38,060

総資産額 (百万円) 37,691 45,300 44,098 43,619 50,299

１株当たり純資産額 (円) 1,112.12 883.67 982.17 1,195.76 937.17

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 88.06 83.15 1.33 172.88 145.63

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 87.83 82.63 1.33 172.07 144.94

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 18.00 14.00 15.00 37.00 31.00

自己資本比率 (％) 78.3 78.6 96.4 73.6 75.7

従業員数 
[外、平均臨時従業員数] 

(名) 
243 
[344]

309
[374]

18
[―]

268 
[357]

340
[382]



２ 【事業の内容】 

(1) 事業内容の重要な変更 

当社は、平成17年４月１日に会社分割を行い、当社の営業の全部を新たに設立する「株式会社ミスミ」に承継さ

せるとともに、「株式会社ミスミグループ本社」に商号変更いたしました。また、同時に駿河精機株式会社が当社

の完全子会社となる株式交換を行いました。 

当社は、平成17年４月１日を期日とする駿河精機株式会社との経営統合を契機に当中間連結会計期間より、当社

グループの事業名称を下記のとおりに変更いたしました。 

なお、事業区分の変更はありませんが、新たに「光関連事業」が当社グループの事業に、また、多角化事業に環

境保全事業が加わりました。 

  

  

当社グループは、株式会社ミスミグループ本社(当社)、子会社及び関連会社22社で構成されており、自動化事

業、金型部品事業、エレクトロニクス事業、光関連事業、多角化事業の５つの領域において事業を展開しておりま

す。 

当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関係は次のとおりであります。 

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

  

① 自動化事業 

ＦＡ(ファクトリーオートメーション)などの生産システムの合理化・省力化で使用される自動機の標準部品(リ

ニアシャフト、プーリー、モーター、アルミフレームなど)をはじめ、高精度の精密生産装置に利用される自動位

置決めモジュールなどを開発・提供しております。 

  

② 金型部品事業 

金属塑性加工用プレス金型、プラスチック射出成形用金型に組み込む金型標準部品(パンチ＆ダイ、ガイドスプ

リング、エジェクタピン、コアピン、ガイドなど)、精密金型部品を主に自動車、電子・電機機器分野に開発・提

供しております。 

  

当中間連結会計期間 前連結会計年度

自動化事業 ＦＡ用部品事業

金型部品事業 金型用部品事業

エレクトロニクス事業 エレクトロニクス部品事業 

光関連事業 ―

多角化事業 その他事業



③ エレクトロニクス事業 

各種自動機や検査・計測器をつなぐ接続用ケーブル、ハーネス、コネクタ、計測・制御機器分野における機器

本体や周辺機器などを開発・提供しております。 

  

④ 光関連事業 

光軸調整用位置決め技術をベースに光技術関連の各種実験研究機器の開発・提供と、電子機器類のデジタル化

に伴い変化する各種機器生産現場への部材提供をしております。 

  

⑤ 多角化事業 

５事業部から構成され、それぞれ機械加工用工具、デジタルデザイン関連ツール、開業医・動物病院向け医療

材料、飲食店向け食材・消耗品、海洋資源環境の調査及び調査用機器の開発・提供をしております。 

  



なお、事業の系統図は下記のとおりであります。 



 

  

(2) 主要な関係会社の異動 

「３ 関係会社の状況 (1) 新規」に記載のとおりであります。 

  



３ 【関係会社の状況】 

(1) 新規 

当社は、平成17年４月１日に会社分割を行い、当社の営業の全部を新たに設立する「株式会社ミスミ」に承継さ

せるとともに、「株式会社ミスミグループ本社」に商号変更いたしました。また、同時に駿河精機株式会社が当社

の完全子会社となる株式交換を行いました。なお、会社分割及び駿河精機株式会社との経営統合(株式交換)の結

果、当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

  

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 「議決権の所有割合又は被所有割合」の欄の(内書)は間接所有であります。 

３ 連結子会社のうち特定子会社は、株式会社ミスミ、駿河精機株式会社、SAIGON PRECISION CO., LTD.、スルガセイキ(上

海)有限公司であります。 

４ 上記のうち駿河精機株式会社は有価証券報告書を提出しております。 

５ 株式会社ミスミについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えており

ます。 

６ スルガセイキ(上海)有限公司の社名は本来中国漢字でありますが、電子データでの表記が不可能なため、カタカナに代え

て記載しております。 

７ SURUGA SINGAPORE PTE., LTD.は、現在休眠会社となっております。 

  

名称 住所 資本金又は 
出資金 

主要な事業
の内容 

議決権の所有
又は被所有 
割合(％) 

関係内容 摘要

(連結子会社)         

株式会社ミスミ 東京都江東区 1,000 
百万円 

自動化
金型部品 
エレクトロニ
クス 
多角化(機械加
工用工具、デ
ジタルデザイ
ン 関 連 ツ ー
ル、開 業 医・
動物病院向け
医療材料、飲
食 店 向 け 食
材・消耗品) 

100.0 役員の兼任 ６名
(注)
３、５

駿河精機株式会社 静岡県静岡市 541 
百万円 

自動化
金型部品 
光関連 

100.0 役員の兼任 ５名
(注)
３、４

日本海洋株式会社 東京都千代田区
124 

百万円 
多角化(環境保
全) (100.0) 役員の兼任 ２名 (注)２

SAIGON PRECISION  
CO., LTD. 

ベトナム 
ホーチミン市 

4,000千 
USドル 

自動化
金型部品 
光関連 

(100.0) 役員の兼任 ２名
(注)
２、３

SURUGA SINGAPORE  
PTE., LTD. シンガポール 200千 

SGドル 金型部品 (100.0) 役員の兼任 ２名
(注)
２、７

SURUGA USA CORP. アメリカ 
イリノイ州 

1,000千 
USドル 金型部品 (100.0) 役員の兼任 ２名 (注)２

スルガセイキ(上海) 
有限公司 

中国 
上海市 

4,500千 
USドル 

自動化
金型部品 
光関連 

(100.0) 役員の兼任 ２名
(注)
2、3、6

SURUGA (THAILAND)  
CO., LTD. 

タイ 
ラヨーン県 

15,000千 
THB 金型部品 (100.0) 役員の兼任 ２名 (注)２

(持分法適用関連会社)         
ADS TECHNOLOGIES  
CO., LTD. 

韓国 
京畿道華城市 

1,500,000千 
KRW 光関連 (26.0) 役員の兼任 １名 (注)２

主要な損益情報等 ① 売上高 42,583百万円

  ② 経常利益 5,782百万円

  ③ 当期純利益 3,466百万円

  ④ 純資産額 30,442百万円

  ⑤ 総資産額 41,023百万円



また、当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。 

  

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 「議決権の所有割合又は被所有割合」の欄の(内書)は間接所有であります。 

３ スルガセイキ(広州)有限公司の社名は本来中国漢字でありますが、電子データでの表記が不可能なため、カタカナに代え

て記載しております。 

  

(2) 除外 

MULTI-BITS CO.,LTD.は、平成17年６月22日において清算したため、連結の範囲から除外しております。  

  

名称 住所 資本金又は 
出資金 

主要な事業
の内容 

議決権の所有
又は被所有 
割合(％) 

関係内容 摘要 

(連結子会社)         
スルガセイキ(広州) 
有限公司 

中国 
広州市 

700千 
USドル 金型部品事業 (100.0) 役員の兼任 ２名

(注)
２、３

SURUGA POLSKA SP.  
Z O. O. 

ポーランド 
グダンスク市 

3,000千 
PLN 自動化事業 (100.0) 役員の兼任 １名 (注)２



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) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

２ ＊１：本社等は、当社と当社の子会社である株式会社ミスミ、駿河精機株式会社、日本海洋株式会社の国内人員数を記載

しております。 

３ ＊２：マーケティングセンター、西日本流通センターは、当社の子会社である株式会社ミスミの各セグメントに亘り受

注・物流を担っており、その部門に従事している人員数を記載しております。なお、一概に人員数を振り分けることがで

きませんので株式会社ミスミのセグメント別売上高の比率で按分しております。 

４ ＊３：在外子会社は、当社の子会社である株式会社ミスミと駿河精機株式会社の在外子会社の人員数を合算したものであ

ります。なお、当該会社の集計方法は異なり、株式会社ミスミの在外子会社は、各セグメントに亘り受注・物流を担って

おり、一概に人員数を振り分けることができませんので株式会社ミスミの在外子会社セグメント別売上高の比率で按分し

ております。一方、駿河精機株式会社の在外子会社は、各セグメントに従事している実人員数を記載しております。 

５ ＊４：全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているもので

あります。 

６ 従業員数が前連結会計年度に比べ1,894名増加しておりますが、これは主として当中間連結会計期間に行われた駿河精機

株式会社との経営統合によるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 前事業年度末に比べ従業員数が322名減少しておりますが、この減少の大部分は、会社分割に伴う㈱ミスミへの転籍によるも

のであります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称

国内 海外

合計 
本社等
＊１ 

マーケティング
センター、西日 
本流通センター 

＊２ 

在外子会社
＊３ 

自動化 
102
[19]

40
[166]

746 
[21]

888
[206]

金型部品 
388
[62]

27
[111]

592 
[43]

1,007
[216]

エレクトロニクス 
36
[10]

9
[39]

7 
[―]

52
[49]

光関連 
77
[7]

―
[―]

226 
[9]

303
[16]

多角化 
119
[80]

4
[15]

13 
[1]

136
[96]

全社(共通)＊４ 
166
[28]

―
[―]

32 
[―]

198
[28]

合計 
888
[206]

80
[331]

1,616 
[74]

2,584
[611]

従業員数(名) 18 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間期におけるわが国経済は、生産財・汎用品分野の在庫積み上がりといった弱い材料が一部には残っている

ものの、①設備投資・個人消費の堅調、②輸出の回復、③雇用環境の改善などを背景に、景気は底堅さを増してき

ており、政府をはじめ各シンクタンクも今年度中には「踊り場」を脱却する見通しを上方修正するようになってき

ました。 

中国経済は引き締め政策の影響で鈍化を続ける輸入とは対照的に、輸出の好調が続いており、再び人民元切り上

げ議論が活発化する可能性が高いとみられています。台湾経済は在庫調整がヤマ場を越えたものの、設備投資の盛

り上がりを伴う景気回復は見られる状況にあります。韓国経済は内需が緩やかに持ち直し、輸出もIT・デジタル関

連財を中心に回復へ向かう見通しです。タイ経済は景気が内需中心に持ち直し、特に機械設備投資が堅調に推移し

ました。シンガポール経済はIT・デジタル関連材需要の回復に伴い、緩やかな回復が基調となっています。 

米国の景気は拡大を続けているものの減速してきていますが、設備投資は堅調であります。しかし、ハリケーン

による影響、原油価格の上昇がもたらす影響は不透明要因となっております。 

一方、ユーロ圏経済は、４～６月期を底として景気回復に向かっていると見込まれます。外需が景気を支える一

方、内需の停滞は続き、全体として緩やかながら、堅調な経済状況となりました。 

このような状況にあって当社グループは、継続的な新商品の開発に注力する一方で、顧客ニーズに基づくプライ

スダウンを実施すると共に、タイムリーな新規カタログ発行、DM等による積極的な販売促進策の展開、及び、顧客

の求める短納期化のニーズに応える施策を進めてまいりました。 

以上により、売上高は自動化事業で対前年同期比22.1％の大幅増収、さらに、金型部品事業でも14.5％の成長を

遂げ、当社グループの２大基幹事業において、高成長を達成する事が出来ました。また、光関連事業及び多角化事

業におきましても、駿河精機株式会社の固有事業が加わったこともあり、合わせて64.0％の増収を果たすことがで

きました。 

これらの結果、連結売上高は492億91百万円、対前年同期で90億72百万円(22.6％)の増収となりました。これは当

社グループの中間期における最高売上高であります。利益面につきましては、営業利益は62億66百万円と対前年同

期で３億85百万円(6.6％)の増益、経常利益は64億15百万円と対前年同期で４億29百万円(7.2％)の増益、中間純利

益は36億42百万円と対前年同期で50百万円(1.4％)の増益となりました。 

  

・事業別セグメントの業績 

① 自動化事業 

自動化事業は、株式会社ミスミにおいて３月末に発行した新カタログにおける納期短縮化524点、2,295点の新

商品投入及び852点の規格追加、837点の値下げ等の打ち手が寄与し、受注は堅調に推移しました。加えて広範に

亘る顧客の積極的な設備投資意欲の高まりが追い風となり、売上高は212億47百万円となり、前年同期に比べ38億

42百万円(22.1％)の増収となりました。営業利益は、売上増及び引き続きコストダウンに注力した結果40億円と

なり、前年同期と比べ６億68百万円(20.1％)の増益となりました。 

  



② 金型部品事業 

金型部品事業は自動車関連顧客中心に稼働好調が牽引し、売上高は151億90百万円となり、前年同期に比べ19億

19百万円(14.5％)の増収となりました。一方、営業利益は２年に１度発行しているプラ型用標準部品カタログ発

行年であったため、前年同期には発生していなかったカタログ製作費用が発生し、結果19億43百万円となり、前

年同期と比べ24百万円(1.3％)の微増にとどまりました。 

  

③ エレクトロニクス事業 

エレクトロニクス事業は半導体製造装置等の電子関連業界が必ずしも堅調とは言えなかったものの、自動車関

連業界の好調な稼働で補い、全体での売上高は45億95百万円となり、前年同期と比べ89百万円(2.0％)の増収とな

りました。また、営業利益は前年には行わなかった配線接続部品カタログ増刊号の発行を行ったことなどによ

り、結果４億52百万円となり、前年同期と比べ81百万円(△15.2％)の減益となりました。 

  

④ 光関連事業 

駿河精機株式会社の固有事業である光関連事業は、主力商品がデジタル家電用設備投資向けに普及が進むと共

に、計測機器や新商品の光センサー等も売上に貢献し、売上高は18億74百万円となりました。また、営業利益は

49百万円となりました。 

  

⑤ 多角化事業 

多角化事業は、機械加工用工具関連事業、デジタル素材DTP関連事業、開業医院向け医薬消耗品事業、飲食店向

け食材・消耗品関連事業、及び駿河精機株式会社の固有事業である環境保全事業(海洋調査機器販売・環境調査関

連事業)で構成されております。多角化事業の合計売上高は63億83百万円となり、前年同期と比べ13億47百万円

(26.8％)の増収となりました。また、前年同期の営業利益95百万円と比べ、微増の96百万円の営業利益を計上し

ました。 

  

(注) １ 当社は、平成17年４月１日に会社分割を行い、当社の営業の全部を新たに設立する「株式会社ミスミ」に承継させるとと

もに、「株式会社ミスミグループ本社」に商号変更いたしました。また、同時に駿河精機株式会社が当社の完全子会社と

なる株式交換を行いました。なお、前年同期の数値は、旧株式会社ミスミの数値を用いております。このため、上記④光

関連事業は対前年同期比を表記しておりません。 

２ 当社は、平成17年４月１日を期日とする駿河精機株式会社との経営統合を契機に当中間連結会計期間より、当社グループ

の事業名称を下記のとおりに変更いたしました。 

なお、事業区分の変更はありませんが、新たに「光関連事業」が当社グループの事業に、また、多角化事業に環境保全事

業が加わりました。 

  

  

当中間連結会計期間 前連結会計年度

自動化事業 ＦＡ用部品事業

金型部品事業 金型用部品事業

エレクトロニクス事業 エレクトロニクス部品事業 

光関連事業 ―

多角化事業 その他事業



・所在地別セグメントの業績 

① 日本 

国内は、当社グループの主要な取引先である自動車を中心とした機械工業系業界においては設備投資が堅調に

推移する中、カタログの発行や新商品の発売、顧客ニーズに基づくプライスダウンの実施、新規顧客の開拓とい

った販売促進策が奏功し、外部顧客向け売上高は430億94百万円となり、前年同期に比べ75億98百万円(21.4％)の

増収となりました。これとあわせて、収益性の改善に取り組んだ結果、営業利益は62億円となり、前年同期と比

べ７億20百万円(13.2％)の増益となりました。 

  

② アジア諸国 

中国を含めたアジア諸国の経済状況は、国によって温度差はあるものの、全般的に堅調であり、特に設備投資

活動は活発な動きが継続しています。そのような中、当社グループは当中間期に中国・華南地方及びタイにおい

て、QCTセンター及び生産拠点を設立し、一層の拡販体制の構築を実施してまいりました。その結果、アジア全体

の外部顧客向け売上高は46億55百万円となり、前年同期に比べ10億96百万円(30.8％)の増収となりました。一

方、営業利益については、５億73百万円となり、前年同期と比べ１億17百万円(25.7％)の増益となりました。 

  

③ 北米・南米 

設備投資は全般的に堅調が伝えられる中、当社グループは昨年度に引き続き積極的な拡販活動を展開すると共

に、現地生産能力の向上に努めてまいりました。それらが功を奏し、外部顧客向け売上高は12億27百万円とな

り、前年同期に比べ３億32百万円(37.1％)の増収となりました。しかしながら、積極的な先行拡販・生産拡張施

策実施の影響もあり、前年同期の１億３百万円の営業損失からは好転したものの、引き続き68百万円の営業損失

の計上になりました。 

  

④ ヨーロッパ 

ユーロ圏経済は、４～６月期を底として景気回復に向かっていると見込まれます。外需が景気を支える一方、

内需の停滞は続き、全体として緩やかな経済成長が続くと見られています。そのような中、当社グループは長期

的な成長を念頭に置いた拡販政策を展開しました。その結果、外部顧客向け売上高は３億14百万円となり、前年

同期と比べ45百万円(16.9％)の増収となりましたが、営業利益については販促費用の先行支出もあり、前年同期

の２百万円の営業利益と比べ、64百万円の営業損失の計上になりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

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の期末残高は、期首と比べ51億51百万円減少

し、155億87百万円となりました。 

  

(営業活動におけるキャッシュ・フロー) 

税金等調整前中間純利益が64億35百万円と前年同期と比べ４億33百万円増加しましたが、減価償却費や仕入債務

の増加等の要因を加算すると、営業活動によるキャッシュ・フローは９億３百万円の収入となり、前年同期に比べ

５億31百万円(143.2％)収入が増加しました。 

  

(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68億10百万円の支出となり、前年同期に比べ支出が69億７百万円と大幅に

増加しました。これは定期預金の預入による支出が58億90百万円、固定資産の取得による支出が14億68百万円と前

年同期に比べ大幅に増加したことによるものです。 

  

(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３億46百万円の支出となり、前年同期に比べ支出が７億86百万円増加しま

した。これは株式の発行による収入が前年同期に比べ６億77百万円減少したことによるものです。 

  



２ 【生産、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事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 当社は、当中間連結会計期間において、主に精密金型部品等の製造・販売を営む駿河精機株式会社を当社の完全子会社と

する株式交換を行いました。このため、生産高には駿河精機株式会社の連結生産実績を記載しております。 

  

(2) 受注実績 

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

  

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社は、当中間連結会計期間において、主に精密金型部品等の製造・販売を営む駿河精機株式会社を当社の完全子会社と

する株式交換を行いました。このため、受注高には駿河精機株式会社の連結受注実績を記載しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

自動化 1,315 ― 

金型部品 3,591 ― 

エレクトロニクス ― ― 

光関連 1,927 ― 

多角化 96 ― 

合計 6,932 ― 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 

自動化 1,272 ― 

金型部品 3,623 ― 

エレクトロニクス ― ― 

光関連 1,954 ― 

多角化 790 ― 

合計 7,640 ― 



(3) 販売実績 

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

  

(注) １ 主な相手先の販売実績は、当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10に満たないため記載を省略しておりま

す。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(4) 仕入実績 

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

  

(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 上記の金額には、当社の連結子会社である株式会社ミスミの主としてFA用部品、金型部品、エレクトロニクス部品ならび

に機械加工用工具などの通信販売等に係る連結仕入実績を記載しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

自動化 21,247 22.1 

金型部品 15,190 14.5 

エレクトロニクス 4,595 2.0 

光関連 1,874 ― 

多角化 6,383 26.8 

合計 49,291 22.6 

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(百万円) 前年同期比(％) 

自動化 13,812 24.0 

金型部品 9,458 6.7 

エレクトロニクス 3,169 3.4 

光関連 ― ― 

多角化 3,878 5.6 

合計 30,319 13.4 



３ 【対処すべき課題】 

当社グループは、中長期的な経営戦略として、『「時間」とたたかう。ミスミ』をキー・コンセプトに、Quality

(品質)、Cost(コスト)、Time(時間)のイノベーションに挑戦しております。具体的には、①「ミスミＱＣＴモデル」

のさらなる進化、②グローバル展開の加速を掲げております。当社グループは、このコンセプトの中身を、新しい時

代の要請に応えながら常に進化させていくとともに、そのグローバル展開を加速させることによって、今後の大きな

飛躍を生み出していく所存であります。 

  

①「ミスミＱＣＴモデル」のさらなる進化 

これまでの当社グループの高成長は、歴史的に、その事業形態において“フロントエンド(販売・流通経路)革

新”と“バックエンド(ものづくり)革新”との二つの革新によって達成されてきました。当社グループは、今後

も、この両エンドを軸にQuality(品質)、Cost(コスト)、Time(時間)の変革を進化させ、「創って、作って、売る」

のサプライチェーン全体で競合優位性を保持してまいります。 

  

＜フロントエンド(販売・流通経路)革新＞ 

「カタログ販売」とういう手法によって生み出された“フロントエンド革新”のさらなる進化として、「三次

元営業戦略」とも言える立体的なマーケティング戦略を展開しております。営業領域を「空中戦(カタログ)」、

「電子戦(WEB)」、「地上戦(人的な営業部隊)」に区分し、各領域にマッチした営業戦略を立案し、販売力強化に

努めると共に、情報系システムへの集中的投資・マーケティングセンターの集約等を通して、顧客へのサービス

の向上と業務効率改善が実現しつつあります。 

  

＜バックエンド(ものづくり)革新＞ 

「商品の標準化」という発想と緻密なオリジナル商品の開発努力によって生み出された“バックエンド革新”

に大きな進化をもたらしたのが平成17年４月１日に実施された駿河精機株式会社(以下、「駿河精機」という。)

との経営統合であります。 

これまでも当社グループは、「ＱＣＴイノベーター」をスローガンに、「創って、作って、売る」という事業

の基本サイクルをいかに速く回すかという「経営テーマ」に取り組んできました。これは、国内事業にとどまら

ず、海外事業においてもそれぞれの国で完結した「ミスミＱＣＴモデル」を実現するべく、中国、米国を重点地

域として経営資本を投入してまいりました。しかしながら、海外における「ミスミＱＣＴモデル」の実現は、現

地生産を担う協力メーカーの対応力が鍵であり、当社グループが目指すスピードに応えうる協力メーカーを探し

だすことは容易ではありませんでした。この度の駿河精機との経営統合は、このような壁を乗り越え、グローバ

ル展開を加速させるものであります。 

これまでは「創って、作って、売る」の「作る」プロセス、すなわち生産機能を社内で保有していませんでし

たが、今後は、駿河精機の持つ最先端のテクノロジーと生産システムを活用することによって、機械工業系分野

におけるお客さまの多様なニーズにこたえ、「高品質・低コスト・短納期」の新事業・新商品の開発能力を抜本

的に強化してまいります。 

  

当社グループは、今後もこの両エンドにおいて、競争優位性を高め、「ミスミＱＣＴモデル」の進化を図ってまい

ります。 

  



② グローバル展開の加速 

当社グループのグローバル展開は、駿河精機との統合後、一層加速をしております。 

具体的には自動車産業が発展している中国華南地区においては、営業拠点・生産拠点の整備は完了し、今後は上

海を中心とした既存の華東展開に加え、華南における事業も積極的に展開していきます。 

またタイにおいては、国内のシェア拡大を目的に、ミスミ現地法人と連携した新たな生産拠点を現地に設立を完

了いたしました。 

更に北米、ヨーロッパにおいても駿河精機現地法人の生産拠点を拡充し、シナジーを高めてまいります。当社グ

ループは、海外売上高の拡大をテコに飛躍的な成長の実現を目指してまいります。 

  



４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

また、前連結会計年度末現在において既に締結している経営上の重要な契約等について、当中間連結会計期間にお

ける重要な変更若しくは解約もありません。 

当社は平成17年４月１日に会社分割を行い、当社の営業の全部を新たに設立する「株式会社ミスミ」に承継させる

とともに、「株式会社ミスミグループ本社」に商号変更することにより持株会社に移行しました。 

また、平成16年12月17日開催の臨時株主総会決議において上記の会社分割により持株会社となった株式会社ミスミ

グループ本社と駿河精機株式会社との間で、同社が株式会社ミスミグループ本社の完全子会社となる株式交換契約を

締結し、平成17年４月１日に株式交換を行いました。 

なお、株式交換により増加する発行済株式数、駿河精機株式会社の概要等については、「第５ 経理の状況 １

中間連結財務諸表等 (1) 中間連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」及び「２ (1) 中間財務諸表 注記事項

(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社の子会社である駿河精機株式会社では、経営基盤を損なわない限りの前向き、且つ積極的に“ひと”“もの”

“かね”を投じ研究開発活動に取組んでおります。 

研究開発活動は、関係会社及び各事業部の日常事業に関連し、且つ短期的な研究開発案件は各々の事業部門が担当

し、その他の案件は、技術開発本部が担当しております。各事業に配分できない研究開発費２億32百万円を含み、当

中間連結会計期間における研究開発費の総額は３億97百万円であります。 

事業のセグメント別には、自動化事業は、新規商品の開発及び生産性の向上を目的として１百万円を支出、金型部

品事業は、高精度・高付加価値化への事業拡大、生産性の向上を目的として、49百万円を支出、光関連事業は、新規

商品の開発を主目的として１億５百万円を支出、多角化事業は、環境調査関連技術の開発を目的に８百万円を支出し

ております。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当社は、当中間連結会計期間において、駿河精機株式会社が当社の完全子会社となる株式交換を行ったことによ

り、以下の設備が新たに当社グループの主要な設備となりました。 

該当設備の状況は以下のとおりであります。 

(1) 提出会社 

該当事項はありません。 

(2) 国内子会社 

(平成17年９月30日現在) 

  

(3) 在外子会社 

(平成17年９月30日現在) 

  

会社名 事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

設備の内容 

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡) その他 合計 

駿河精機 
株式会社 

本社工場 
(静岡県静岡市) 
 他２工場 

自動化 
金型部品 
光関連 

自動化、金
型部品、光
関連製品生
産設備 

636 240
902

(62,675)
[7,023]

217 1,996 552
(72)

日本海洋 
株式会社 

本社 
(東京都 
  千代田区) 

多角化 
(環境保全) 

海洋調査機
器販売、海
洋調査業務
設備、産業
廃棄物リサ
イクル中間
処理機器生
産、販売、
管理設備 

27 72
―
[356]

26 126 57
(―)

会社名 事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

設備の内容 

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡) その他 合計 

SAIGON  
PRECISION  
CO., LTD. 

本社工場 
(ベトナム 
ホーチミン市) 

自動化 
金型部品 
光関連 

自動化、金
型部品、光
関連製品生
産設備 

142 153
―

[24,432]
1 297 931

(34)

SURUGA USA  
CORP. 

本社工場 
(アメリカ 
イリノイ州) 

金型部品
金型部品製
品生産設備 ― 106

―
[948]

0 107 10
(18)

スルガセイキ
(上海)有限公司 

本社工場 
(中国上海市) 

自動化 
金型部品 
光関連 

自動化、金
型部品、光
関連製品生
産設備 

106 553
―

[7,539]
16 676 236

(―)

SURUGA  
(THAILAND)  
CO., LTD. 

本社工場 
(タイ 
ラヨーン県) 

金型部品
金型部品製
品生産設備 ― 100

40
[11,121]

0 141 30
(―)



また、当社グループは、当中間連結会計期間に以下の設備を取得しました。 

(平成17年９月30日現在) 

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の内[ ]は、連結会社以外からの事務所・工場等の賃借物件であります。 

３ 土地及び建物の一部を賃借しております。国内子会社の年間賃借料は258百万円、在外子会社の年間賃借料は25百万円で

あります。なお、賃借しているオフィスビルの土地の面積は記載しておりません。 

４ 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。 

５ スルガセイキ(上海)有限公司及びスルガセイキ(広州)有限公司の社名は本来中国漢字でありますが、電子データでの表記

が不可能なため、カタカナに代えて記載しております。 

６ 上記の他、連結会社以外からの主なリースの内容は、下記のとおりであります。 

  

(イ) 国内子会社 

  

(ロ) 在外子会社 

  

会社名 事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

設備の内容 

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡) その他 合計 

スルガセイキ
(広州)有限公司 

本社工場 
(中国広州市) 金型部品

金型部品製
品生産設備 ― 86

―
[1,350]

1 88 10
(―)

会社名 事業所名
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの 
名称 

設備の内容 リース期間
年間 

リース料 
(百万円) 

リース 
契約残高 
(百万円) 

駿河精機株式会社 
本社工場 
(静岡県静岡市) 
 他２工場 

自動化 
金型部品 
光関連 

自動化、金型部品、
光関連製品生産設備

２年～９年 420 1,254

日本海洋株式会社 
本社 
(東京都 
  千代田区) 

多角化 
(環境保全) 

海洋調査機器販売、
海洋調査業務設備、
産業廃棄物リサイク
ル中間処理機器生
産、販売、管理設備

３年～５年 12 15

会社名 事業所名
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの 
名称 

設備の内容 リース期間
年間 

リース料 
(百万円) 

リース 
契約残高 
(百万円) 

SAIGON PRECISION  
CO., LTD. 

本社工場 
(ベトナム 
ホーチミン市) 

自動化 
金型部品 
光関連 

自動化、金型部品、
光関連製品生産設備

７年 297 1,042



２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において計画した重要な設備の新設、除却等は以下のとおりであります。 

  

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記投資予定額には、リース契約の取得価額相当額が含まれております。 

事業の種類別セグメント名称 
投資予定額
(百万円) 

設備等の主な内容・目的 資金調達方法 

自動化 

3,175

国内及び在外子会社での生産・加

工能力向上及び拡充のための設備

導入、また、業務効率改善のため

のソフトウェアの導入及び改良 

自己資金 

金型部品 

エレクトロニクス 

光関連 

多角化 

合計 3,175 ― ― 



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】 

  

(注) 定款での定めは、次のとおりであります。 

当会社の発行する株式の総数は17,000万株とする。 

ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。 

  

② 【発行済株式】 

  

(注) １ 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

２ 平成17年12月１日以降提出日までの間に新株予約権の権利行使(旧商法の規定に基づき発行された新株引受権の権利行使

を含む)によって発行された株式は含んでおりません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 170,000,000

計 170,000,000

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 43,472,942 43,494,092
東京証券取引所
市場第一部 

(注)１

計 43,472,942 43,494,092 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

１ 株主総会の特別決議日(平成14年６月24日) 

(1) 平成14年７月付与分 

  

  

(2) 平成15年３月付与分 

  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、150株である。 

２ ①新株予約権割当を受けた者は、取締役もしくは従業員の地位を失った後においても権利を行使することができる。ただ

し、対象者が解任もしくは懲戒解雇された場合は、この限りではない。 

  ②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めない。 

  ③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。 

  ④その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と取締役または従業員との間で締結する新株

予約権付与契約に定めるものとする。 

３ 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

４ 新株予約権発行後、株式分割または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。 
  

  
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) 3,180 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) 477,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 3,176(注４) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年８月１日～
平成19年７月31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(円) 

発行価格 3,176
資本組入額 1,588

同左 

新株予約権の行使の条件 注２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 注３ 同左 

  
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) 1,644 1,540

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) 246,600 231,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,308(注４) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年８月１日～
平成19年７月31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(円) 

発行価格 2,308
資本組入額 1,154

同左 

新株予約権の行使の条件 注２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 注３ 同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１

分割・併合の比率



  また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株を発行する場合(時価発行として行う公募増資等、新株予約権

および新株予約権証券の行使により新株を発行する場合を除く。)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。 
  

  
５ 平成16年３月15日開催の取締役会決議により、平成16年５月20日付で１株を1.5株に株式分割いたしました。これによ

り、新株予約権の行使時の払込金額、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を調

整いたしました。 

  

２ 株主総会の特別決議日(平成15年６月20日) 

(1) 平成15年７月付与分 

  

  

(2) 平成15年12月付与分 

  

       
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

  
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) 1,500 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) 225,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,787(注４) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年８月１日～
平成22年７月31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(円) 

発行価格 2,787
資本組入額 1,394

同左 

新株予約権の行使の条件 注２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 注３ 同左 

  
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) 2,000 1,963

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) 300,000 294,450

新株予約権の行使時の払込金額(円) 3,484(注４) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年８月１日～
平成22年７月31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(円) 

発行価格 3,484
資本組入額 1,742

同左 

新株予約権の行使の条件 注２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 注３ 同左 



(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、150株である。 

２ ①新株予約権割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、子会社または関連会社の役員または従業員として在籍し

ていることを要する。但し、権利行使時において在籍していない場合といえども、退任もしくは退職の日の翌日の２年

後の応答日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。 

  ②新株予約権割当を受けた者が死亡した場合、相続人が権利行使請求権を相続する。但し、相続後、権利を行使する前に

相続人が死亡した場合、当該相続人の権利行使請求権は消滅するものとする。 

  ③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。 

  ④その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と取締役または従業員との間で締結する新株

予約権付与契約に定めるものとする。 

３ 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

４ 新株予約権発行後、株式分割または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、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株を発行する場合(時価発行として行う公募増資等、新株予約権

および新株予約権証券の行使により新株を発行する場合を除く。)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。 
  

  
５ 平成16年３月15日開催の取締役会決議により、平成16年５月20日付で１株を1.5株に株式分割いたしました。これによ

り、新株予約権の行使時の払込金額、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を調

整いたしました。 

  

３ 株主総会の特別決議日(平成16年６月22日) 

(1) 平成16年７月付与分 

  

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１

分割・併合の比率

       
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

  
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) 2,760 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) 276,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 3,590(注４) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年８月１日～
平成23年７月31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(円) 

発行価格 3,590
資本組入額 1,795

同左 

新株予約権の行使の条件 注２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 注３ 同左 



(2) 平成17年３月付与分 
  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株である。 

２ ①新株予約権割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、子会社または関連会社の役員または従業員として在籍し

ていることを要する。但し、権利行使時において在籍していない場合といえども、退任もしくは退職の日の翌日の２年

後の応答日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。 

  ②新株予約権割当を受けた者が死亡した場合、相続人が権利行使請求権を相続する。但し、相続後、権利を行使する前に

相続人が死亡した場合、当該相続人の権利行使請求権は消滅するものとする。 

  ③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。 

  ④その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と取締役または従業員との間で締結する新株

予約権付与契約に定めるものとする。 

３ 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

４ 新株予約権発行後、株式分割または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、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株を発行する場合(時価発行として行う公募増資等、新株予約権

および新株予約権証券の行使により新株を発行する場合を除く。)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。 
  

  

  
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) 2,486 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) 248,600 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 3,470(注４) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年８月１日～
平成23年７月31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(円) 

発行価格 3,470
資本組入額 1,735

同左 

新株予約権の行使の条件 注２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 注３ 同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１

分割・併合の比率

       
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



４ 株主総会の特別決議日(平成17年６月23日) 

平成17年７月付与分 

  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株である。 

２ ①新株予約権割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、子会社または関連会社の役員または従業員として在籍し

ていることを要する。但し、権利行使時において在籍していない場合といえども、退任もしくは退職の日の翌日の２年

後の応答日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。 

  ②新株予約権割当を受けた者が死亡した場合、相続人が権利行使請求権を相続する。但し、相続後、権利を行使する前に

相続人が死亡した場合、当該相続人の権利行使請求権は消滅するものとする。 

  ③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。 

  ④その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議により決定し、当社と当社、子会社または関連会社の役員ま

たは従業員との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。 

３ 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

４ 新株予約権発行後、株式分割または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、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株を発行する場合(時価発行として行う公募増資等、新株予約権

および新株予約権証券の行使により新株を発行する場合を除く。)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。 
  

  

  
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) 2,445 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) 244,500 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 3,570(注４) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年８月１日～
平成24年７月31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(円) 

発行価格 3,570
資本組入額 1,785

同左 

新株予約権の行使の条件 注２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 注３ 同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１

分割・併合の比率

       
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



② 旧商法第280条ノ19の規定に基づくストックオプション 

株主総会の特別決議日(平成13年６月25日) 

  

※１ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により発行価格を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上

げるものとする。 
  

  
また、当社が他社との吸収合併又は新設合併を行う場合、当社は必要と認める発行価格の調整を行う。 

２ 平成16年３月15日開催の取締役会決議により、平成16年５月20日付で１株を1.5株に株式分割いたしました。これにより、新

株予約権の行使時の払込金額、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を調整いたし

ました。 

  

  
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 ― ― 

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) 522,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 5,488 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年８月１日～
平成18年７月31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(円) 

発行価格 5,488
資本組入額 2,744

同左 

新株予約権の行使の条件 退職後権利継続 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡・質入の禁止
権利の相続は不可 

同左 

調整後発行価格 ＝ 調整前発行価格 × 
１

分割・併合の比率



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減は、次によるものであります。 

１ 平成17年４月１日付における発行済株式総数及び資本準備金の増加は、駿河精機株式会社との株式交換によるものでありま

す。(交換比率１：0.5) 

２ 平成17年４月１日から平成17年９月30日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の

権利行使によるものであります。 

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 「所有株式数」の1,000株未満は、切り捨てております。 

２ 「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点以下第３位を切り捨てております。 

３ 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、日本マスタートラスト信託銀行㈱6,726千株、日本トラスティ・サー

ビス信託銀行㈱2,415千株、野村信託銀行㈱2,256千株、資産管理サービス信託銀行㈱459千株であります。 

４ 前事業年度末現在主要株主であった田口 弘は、当中間期末では主要株主ではなくなりました。 

  

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４月１日 2,934,250 43,346,342 ― 2,935 5,627 9,635

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

126,600 43,472,942 146 3,081 146 9,781

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(％) 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 7,419 17.06

田 口   弘 東京都渋谷区猿楽町14番26 3,913 9.00

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,051 7.01

株式会社エムアウト 
東京都港区南青山２丁目11番16号
AIG青山ビル６Ｆ 

2,822 6.49

野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町２丁目２番２号 2,256 5.18

みずほ信託退職給付信託 
みずほ銀行口再信託受託者 
資産管理サービス信託 

東京都中央区晴海１丁目８番12号
晴海アイランドトリトンスクエア 
オフィスタワーZ棟 

1,779 4.09

バンクオブニューヨーク 
ヨーロッパリミテッド 
ルクセンブルグ131800 
(常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行) 

ルクセンブルグ大公国
ルクセンブルグ 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

1,620 3.72

資産管理サービス信託銀行 
株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８番12号
晴海アイランドトリトンスクエア 
オフィスタワーZ棟 

1,338 3.07

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) 

英国 ロンドン 
(東京都港区六本木６丁目10番１号 
六本木ヒルズ森タワー) 

1,041 2.39

ジェーピーモルガンチェース 
バンク385067 
(常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行) 

英国 ロンドン 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

999 2.29

計 ― 26,241 60.36



(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)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ1,200株(議決権12

個)及び64株含まれております。 

２ 単元未満株式には当社所有の自己株式73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 

  

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・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

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 188,300 

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

43,122,900 
431,229 同上

単元未満株式 
普通株式 

161,742 
― 同上

発行済株式総数 43,472,942 ― ― 

総株主の議決権 ― 431,229 ― 

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) 

所有株式数
の合計 
(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)     

株式会社ミスミグループ本社 
東京都江東区東陽 
二丁目４番43号 

188,300 ― 188,300 0.4

計 ― 188,300 ― 188,300 0.4

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 3,400 3,450 3,570 3,720 3,720 4,460

最低(円) 3,090 3,120 3,240 3,380 3,400 3,500



３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、以下のとおりであります。 

 役職の異動 

  

  

氏名 新役名及び職名 旧役名及び職名 異動年月日 

高 家 正 行 
取締役執行役員 

経営企画室長 

取締役執行役員 

経営企画室長兼経営総務室長 
平成17年10月17日 



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)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)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、監査法人トーマツ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     15,094 19,464   18,939 

２ 受取手形及び 
売掛金 

    17,696 21,963   18,007 

３ 有価証券     2,025 2,128   2,115 

４ たな卸資産     4,827 9,640   5,094 

５ その他     677 1,438   814 

貸倒引当金     △114 △100   △129 

流動資産合計     40,207 86.7 54,535 79.4   44,843 86.7

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1) 建物及び構築物   941   1,769 900   

(2) 機械装置及び 
  運搬具 

  ―   1,397 ―   

(3) 土地   187   1,505 187   

(4) その他   554   1,204 571   

有形固定資産合計     1,683 3.6 5,876 8.6   1,660 3.2

２ 無形固定資産           

(1) ソフトウエア   835   1,398 1,360   

(2) 連結調整勘定   ―   2,480 ―   

(3) その他   39   218 32   

無形固定資産合計     875 1.9 4,097 6.0   1,393 2.7

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※２ 2,037   2,111 1,990   

(2) その他   1,714   2,119 1,928   

貸倒引当金   △119   △91 △84   

投資その他の 
資産合計 

    3,632 7.8 4,138 6.0   3,834 7.4

固定資産合計     6,191 13.3 14,113 20.6   6,888 13.3

資産合計     46,398 100.0 68,648 100.0   51,732 100.0

            



  

  

    
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 支払手形及び 
買掛金 

    4,555 6,230   5,660 

２ 短期借入金     800 3,590   800 

３ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

    ― 180   ― 

４ 賞与引当金     ― 155   ― 

５ 未払法人税等     2,309 2,859   2,422 

６ その他     1,413 2,673   2,803 

流動負債合計     9,078 19.6 15,690 22.8   11,686 22.6

Ⅱ 固定負債           

１ 社債     ― 900   ― 

２ 長期借入金     ― 140   ― 

３ 退職給付引当金     684 994   708 

４ 役員退職慰労 
引当金 

    438 674   462 

５ その他     13 7   6 

固定負債合計     1,136 2.4 2,716 4.0   1,178 2.3

負債合計     10,215 22.0 18,406 26.8   12,865 24.9

(少数株主持分)           

少数株主持分     177 0.4 281 0.4   222 0.4

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     2,814 6.1 3,081 4.5   2,935 5.7

Ⅱ 資本剰余金     3,886 8.4 12,853 18.7   4,007 7.7

Ⅲ 利益剰余金     29,147 62.8 34,231 49.9   31,497 60.9

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

    286 0.6 351 0.5   343 0.7

Ⅴ 為替換算調整勘定     △73 △0.2 74 0.1   △77 △0.2

Ⅵ 自己株式     △55 △0.1 △633 △0.9   △61 △0.1

資本合計     36,005 77.6 49,960 72.8   38,644 74.7

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

    46,398 100.0 68,648 100.0   51,732 100.0

            



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     40,218 100.0 49,291 100.0   81,509 100.0

Ⅱ 売上原価     25,840 64.3 30,934 62.8   52,616 64.6

売上総利益     14,377 35.7 18,356 37.2   28,892 35.4

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※１   8,497 21.1 12,090 24.5   18,243 22.3

営業利益     5,880 14.6 6,266 12.7   10,649 13.1

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   7   11 13   

２ 受取配当金   11   14 26   

３ 投資有価証券 
売却益 

  4   2 4   

４ 為替差益   62   78 73   

５ 持分法による 
  投資利益 

  ―   21 ―   

６ 雑収入   26 112 0.3 44 173 0.3 29 146 0.1

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   1   19 3   

２ 新株発行費   4   0 3   

３ 雑損失   1 6 0.0 2 23 0.0 8 15 0.0

経常利益     5,986 14.9 6,415 13.0   10,780 13.2

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益 ※２ 3   1 4   

２ 貸倒引当金戻入益   13 17 0.0 20 21 0.1 ― 4 0.0

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産除却損 ※３ 1   2 42   

２ その他   ― 1 0.0 ― 2 0.0 4 46 0.0

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

    6,001 14.9 6,435 13.1   10,738 13.2

法人税、住民税 
及び事業税 

  2,184   2,722 4,182   

過年度法人税等   ―   △9 ―   

法人税等調整額   192 2,376 5.9 23 2,736 5.6 △23 4,159 5.1

少数株主利益     31 0.1 56 0.1   72 0.1

中間(当期)純利益     3,592 8.9 3,642 7.4   6,507 8.0

            



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   3,400 4,007   3,400

Ⅱ 資本剰余金増加高     

１ ストックオプション行使 
  による新株式の発行 

486 146 607 

２ 株式交換による増加高 ― 486 8,700 8,846 ― 607

Ⅲ 資本剰余金 
中間期末(期末)残高 

  3,886 12,853   4,007

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   26,330 31,497   26,330

Ⅱ 利益剰余金増加高     

中間(当期)純利益 3,592 3,592 3,642 3,642 6,507 6,507

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 配当金 505 686 1,070 

２ 役員賞与 270 206 270 

３ 連結子会社減少に伴う 
  利益剰余金減少高 

― 776 15 908 ― 1,340

Ⅳ 利益剰余金 
中間期末(期末)残高 

  29,147 34,231   31,497

      



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 
(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 

 6,001 6,435 10,738

２ 減価償却費  334 598 752
３ 連結調整勘定償却額  5 275 11
４ 役員退職慰労引当金の 
増加額 

 23 19 47

５ 退職給付引当金の増減額 
  (減少：△) 

 37 △29 61

６ 貸倒引当金の減少額  △76 △28 △99
７ 貸倒損失  ― 8 ―
８ 受取利息及び受取配当金  △18 △26 △40
９ 支払利息  1 19 3
10 新株発行費  4 0 3
11 為替差益  △10 △59 △36
12 持分法による投資利益  ― △21 ―
13 有価証券売却益  ― △2 ―
14 投資有価証券売却益  △4 ― △4
15 有形固定資産売却益  △3 △1 △4
16 有形固定資産除却損  1 2 42
17 ソフトウェア除却損  ― 0 1
18 役員賞与の支払額  △270 △206 △270
19 売上債権の増加額  △665 △1,630 △946
20 たな卸資産の増加額  △989 △1,120 △1,265
21 未払消費税等の減少額  △86 △4 △85
22 仕入債務の増減額 
(減少：△) 

 △517 △11 523

23 その他債権の増減額 
  (増加：△) 

 △52 △605 77

24 未払経費等の増減額 
  (減少：△) 

 △923 △277 81

小計  2,792 3,333 9,591
25 利息及び配当金の受取額  20 29 37
26 利息の支払額  △2 △25 △4
27 法人税等の支払額  △2,439 △2,434 △4,397

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 371 903 5,226

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 有価証券の売却 
による収入 

 609 11 664

２ 固定資産の取得による支出  △514 △1,468 △1,265
３ 固定資産の売却による収入  5 17 16
４ 投資有価証券の取得による 
  支出 

 ― 0 ―

５ 投資有価証券の売却による 
  収入 

 8 ― 9

６ 貸付による支出  △25 ― △40
７ 貸付金の回収による収入  25 7 46
８ 保険積立による支出  △13 △20 △27
９ 保険解約による収入  ― 68 ―
10 定期預金の預入による支出  ― △5,890 △27
11 定期預金の払戻による収入  ― 462 ―
12 保証金の預入による支出  ― △41 △62
13 保証金の回収による収入  ― 49 25
14 その他  1 △6 △1

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 96 △6,810 △662



  

  

    
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) 

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  ― 144 ―

２ 長期借入金の 
返済による支出 

 ― △90 ―

３ 株式の発行による収入  968 291 1,211

４ 自己株式の取得による支出  △22 △7 △28

５ 配当金の支払額  △505 △685 △1,069

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 440 △346 113

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 70 96 116

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額 

 979 △6,158 4,793

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 15,944 20,738 15,944

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び 
  現金同等物の増加額 

 ― 1,021 ―

Ⅷ 連結除外に伴う現金及び 
  現金同等物の減少額 

 ― △14 ―

Ⅸ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※１ 16,923 15,587 20,738

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

(注) スルガセイキ(上海)有限公司及びスルガセイキ(広州)有限公司の社名は本来中国漢字でありますが、電子データでの表記が

不可能なため、カタカナに代えて記載しております。 
  

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) 

１ 連結の範囲に関する事項 
 (1) 連結子会社の数 12社 
   連結子会社名は下記のとおり
です。 

   ・MISUMI OF THE AMERICAS,  
    INC. 
   ・MISUMI TAIWAN CORP. 
   ・MISUMI UK LTD. 
   ・MISUMI SOUTH EAST ASIA  
    PTE. LTD. 
   ・MISUMI E.A. HK LIMITED 
   ・MISUMI(THAILAND)CO.,LTD. 
   ・MISUMI KOREA CORPORATION 
   ・SHANGHAI MISUMI  
    INTERNATIONAL TRADING 
    CO., LTD 
   ・GUANGZHOU MISUMI 
    INTERNATIONAL TRADING 
    CO., LTD.  
   ・MISUMI EUROPA GmbH 
   ・SHANGHAI MISUMI  
    PRECISION MACHINERY CO., 
    LTD. 
   ・MULTI-BITS CO., LTD.  

１ 連結の範囲に関する事項 
 (1) 連結子会社の数 21社 
   連結子会社名は下記のとおり
です。 

   ・㈱ミスミ(新規) 
   ・MISUMI USA, INC. 
   ・MISUMI TAIWAN CORP. 
   ・MISUMI UK LTD. 
   ・MISUMI SOUTH EAST ASIA  
    PTE. LTD. 
   ・MISUMI E.A. HK LIMITED 
   ・MISUMI(THAILAND)CO.,LTD. 
   ・MISUMI KOREA CORPORATION 
   ・SHANGHAI MISUMI  
    INTERNATIONAL TRADING 
    CO., LTD 
   ・GUANGZHOU MISUMI 
    INTERNATIONAL TRADING 
    CO., LTD.  
   ・MISUMI EUROPA GmbH 
   ・SHANGHAI MISUMI  
    PRECISION MACHINERY CO., 
    LTD. 
   ・駿河精機㈱(新規) 
   ・日本海洋㈱(新規) 
   ・SAIGON PRECISION CO., 
    LTD.(新規) 
   ・SURUGA SINGAPORE PTE.,  
    LTD.(新規) 
   ・SURUGA USA CORP.(新規) 
   ・スルガセイキ(上海)有限公

司(新規) 
   ・SURUGA(THAILAND)CO.,  
    LTD.(新規) 
   ・スルガセイキ(広州)有限公

司(新規) 
   ・SURUGA POLSKA SP.Z O.O. 
    (新規) 
   当社は、平成17年４月１日に
会社分割を行い、当社の営業の
全部を新たに設立する「株式会
社ミスミ」に承継させるととも
に、「株式会社ミスミグループ
本社」に商号変更いたしまし
た。また、同時に駿河精機株式
会社が当社の完全子会社となる
株式交換を行いました。これに
より、８社が当社の連結子会社
として新たに加わり、２社を当
中間連結会計期間において新た
に設立しました。 

   なお、詳細については、「第
１ 企業の状況 ３ 関係会社
の状況 (1) 新規」に記載のと
おりであります。 

   また、MULTI-BITS CO., LTD.
は、当中間連結会計期間におい
て清算したため、連結の範囲か
ら除外しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 
 (1) 連結子会社の数 12社 
   連結子会社名は下記のとおり
です。 

   ・MISUMI USA, INC. 
   ・MISUMI TAIWAN CORP. 
   ・MISUMI UK LTD. 
   ・MISUMI SOUTH EAST ASIA 
    PTE. LTD. 
   ・MISUMI E.A. HK LIMITED 
   ・MISUMI(THAILAND)CO.,LTD. 
   ・MISUMI KOREA CORPORATION 
   ・SHANGHAI MISUMI  
    INTERNATIONAL TRADING 
    CO., LTD 
   ・GUANGZHOU MISUMI 
    INTERNATIONAL TRADING 
    CO., LTD.  
   ・MISUMI EUROPA GmbH 
   ・SHANGHAI MISUMI  
    PRECISION MACHINERY CO., 
    LTD. 
   ・MULTI-BITS CO., LTD. 

な お、MISUMI  OF  THE 
AMERICAS, INC.は、平成16年
10月１日付けでMISUMI USA, 
INC.と社名変更しておりま
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) 

 (2) 非連結子会社の数 １社 

SHANGHAI  MISUMI  TRADING 

CO., LTD. は小規模であり、

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連

結の範囲から除外しておりま

す。 

(2) 非連結子会社の数 １社 

   同左 

 (2) 非連結子会社の数 １社 

SHANGHAI  MISUMI  TRADING 

CO., LTD. は小規模であり、

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連結の

範囲から除外しております。 



  

(注) スルガセイキ(上海)有限公司及びスルガセイキ(広州)有限公司の社名は本来中国漢字でありますが、電子データでの表記が

不可能なため、カタカナに代えて記載しております。 

  

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) 

２ 持分法の適用に関する事項 

非連結子会社は、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。 

２ 持分法の適用に関する事項 

  持分法適用関連会社は、ADS 

TECHNOLOGIES CO., LTD. １社で

あります。 

なお、非連結子会社である

SHANGHAI  MISUMI  TRADING  CO., 

LTD.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。 

２ 持分法の適用に関する事項 

非連結子会社は、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。 

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、中間決算日

と中間連結決算日が異なる会社は

次のとおりです。 

 ・SHANGHAI MISUMI  

  INTERNATIONAL TRADING CO.,  

  LTD. 

 ・GUANGZHOU MISUMI  

  INTERNATIONAL TRADING CO.,  

  LTD.  

 ・SHANGHAI MISUMI PRECISION 

  MACHINERY CO., LTD. 

  

  

  

  

  

  

  

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、中間決算日

と中間連結決算日が異なる会社は

次のとおりです。 

 ・SHANGHAI MISUMI  

  INTERNATIONAL TRADING CO.,  

  LTD. 

 ・GUANGZHOU MISUMI  

  INTERNATIONAL TRADING CO.,  

  LTD.  

 ・SHANGHAI MISUMI PRECISION 

  MACHINERY CO., LTD. 

 ・SAIGON PRECISION CO., LTD. 

 ・SURUGA SINGAPORE PTE., LTD. 

 ・SURUGA USA CORP. 

 ・スルガセイキ (上海)有限公司 

 ・SURUGA(THAILAND)CO., LTD. 

 ・スルガセイキ (広州)有限公司 

 ・SURUGA POLSKA SP.Z O.O. 

３ 連結子会社の決算日等に関する

事項 

  連結子会社のうち、決算日と連

結決算日が異なる会社は次のとお

りです。 

 ・SHANGHAI MISUMI  

  INTERNATIONAL TRADING CO.,  

  LTD. 

 ・GUANGZHOU MISUMI  

  INTERNATIONAL TRADING CO.,  

  LTD.  

 ・SHANGHAI MISUMI PRECISION 

  MACHINERY CO., LTD. 

  

  

  

  

  

  

  

  中間連結財務諸表の作成にあた

っては、上記子会社については、

６月30日現在の中間財務諸表を採

用しております。但し、中間連結

決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。 

  中間連結財務諸表の作成にあた

っては、上記子会社については、

６月30日現在の中間財務諸表を採

用しております。但し、中間連結

決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。 

  連結財務諸表の作成にあたって

は、上記子会社については、12月

31日現在の財務諸表を採用してお

ります。但し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。 

４  会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ①有価証券 

   満期保有目的の債券 

    償却原価法 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間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) 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

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 

   満期保有目的の債券 

    同左 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     同左 

  

  

  

  

    時価のないもの 

     同左 

４  会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ①有価証券 

   満期保有目的の債券 

    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) 

    時価のないもの 

     同左 

  ②デリバティブ 

   時価法 

  ②デリバティブ 

   同左 

  ②デリバティブ 

   同左 



  

  

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たな卸資産 

   商品 

    主として移動平均法による

原価法 

   製品、仕掛品 

――――― 

  

   貯蔵品 

    主として最終仕入原価法 

  ③たな卸資産 

   商品、原材料 

    同左 

  

   製品、仕掛品 

    主として個別法による原価

法 

   貯蔵品 

    カタログについては、主と

して最終仕入原価法、それ

以外の貯蔵品については、

個別法による原価法 

  ③たな卸資産 

   商品 

    主として移動平均法による

原価法 

   製品、仕掛品 

――――― 

  

   貯蔵品 

    主として最終仕入原価法 

 (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 

    当社は主として定率法を採

用し、在外連結子会社は主と

して定額法を採用しておりま

す。(但し、絵画(器具備品)

は５年均等償却) 

    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 

３年～45年 

 (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 

    当社は主として定率法を採

用し、在外連結子会社は主と

して定額法を採用しておりま

す。(但し、絵画(器具備品)

は５年均等償却) 

    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 

３年～45年 

    機械装置及び運搬具 

４年～10年 

 (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 

    当社は主として定率法を採

用し、在外連結子会社は主と

して定額法を採用しておりま

す。(但し、絵画(器具備品)

は５年均等償却) 

    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 

３年～45年 

  ②無形固定資産 

   営業権 

    ３年均等償却 

   ソフトウエア(自社利用分) 

    社内における利用可能期間

(５年)による定額法 

   その他の無形固定資産 

    定額法 

  ②無形固定資産 

――――― 

  

   ソフトウエア(自社利用分) 

    同左 

  

   その他の無形固定資産 

    同左 

  ②無形固定資産 

   営業権 

    ３年均等償却 

   ソフトウエア(自社利用分) 

    同左 

  

   その他の無形固定資産 

    同左 



  

  

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) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

    債権の貸倒による損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

    同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

    同左 

  ②賞与引当金 

――――― 

  ②賞与引当金 

    子会社である駿河精機㈱は

従業員の賞与の支給に備える

ため、支給対象期間に基づく

支給見込額を計上しておりま

す。ただし、総合職従業員は

年俸制のため賞与引当金を計

上しておりません。 

  ②賞与引当金 

――――― 

  ③退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務見込額に基

づき、当中間連結会計期間末

において発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。 

  ③退職給付引当金 

    同左 

  ③退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務見込額に基

づき、当連結会計年度末にお

いて発生していると認められ

る額を計上しております。 

  ④役員退職慰労引当金 

    親会社は、役員の退職慰労

金の支出に備えるため、内規

に基づく中間連結会計期間末

要支給額を計上しておりま

す。 

  ④役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく中

間連結会計期間末要支給額を

計上しております。 

  ④役員退職慰労引当金 

    当社は役員の退職慰労金の

支出に備えるため、内規に基

づく連結会計年度末要支給額

を計上しております。 



  

  

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) 

 (4) 重要な外貨建の資産又負債の

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、換算差額は資本の部

における為替換算調整勘定に含

めております。 

 (4) 重要な外貨建の資産又負債の

本邦通貨への換算の基準 

   同左 

 (4) 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、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

子会社等の資産及び負債は、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 

   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。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

   同左 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

   同左 

 (6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

   消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

 (6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

   同左 

 (6) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

   同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日又は償

還日の到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資を計上して

おります。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

  同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  同左 



会計処理の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

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) 

――――― (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 企業会計基準摘用指針第６

号)を適用しております。 

 これにより損益に与える影響はあ

りません。 

――――― 

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) 

 前中間連結会計期間において営業外費用の「雑損失」

に含めて表示しておりました「新株発行費」(前中間連

結会計期間０百万円)については、営業外費用の100分の

10超となったため、当中間連結会計期間より区分掲記し

ております。 

 前中間連結会計期間において有形固定資産の「その

他」に含めて表示しておりました「機械装置及び運搬

具」(前中間連結会計期間21百万円)については、金額に

重要性が増したため独立掲記しております。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

(中間連結損益計算書関係) 

  

  

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

額は、2,452百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、6,331百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、2,561百万円でありま

す。 

      

――――― ※２ 投資有価証券のうち、231百

万円は貸株に供しております。 

※２ 投資有価証券のうち、212百

万円は貸株に供しております。 

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) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は以下のと

おりであります。 

運賃荷造費 2,065百万円

広告宣伝費 1,361百万円

給料手当 1,173百万円

退職給付費用 64百万円

役員退職慰労 
引当金繰入 

23百万円

業務委託料 1,329百万円

有形固定資産 
償却費 

175百万円

無形固定資産 
償却費 

159百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は以下のと

おりであります。 

運賃荷造費 2,575百万円

広告宣伝費 1,114百万円

給料手当 1,845百万円

退職給付費用 116百万円

役員退職慰労
引当金繰入 

68百万円

業務委託料 1,551百万円

有形固定資産
償却費 

219百万円

無形固定資産
償却費 

235百万円

連結調整勘定の
当期償却額 

275百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は以下のと

おりであります。 

運賃荷造費 4,236百万円

広告宣伝費 2,790百万円

給料手当 2,447百万円

退職給付費用 141百万円

役員退職慰労
引当金繰入 

47百万円

業務委託料 2,753百万円

有形固定資産
償却費 

383百万円

無形固定資産
償却費 

368百万円

      

※２ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。 

その他 
(車両運搬具) 

3百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。 

機械装置及び
運搬具 

1百万円

工具器具及び
備品 

0百万円

計 1百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。 

工具器具及び
備品 

4百万円

      

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物及び構築物 1百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

工具器具及び
備品 

1百万円

その他 1百万円

計 2百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物及び構築物 3百万円

工具器具及び
備品 

39百万円

計 42百万円



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

次へ 

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 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

(平成16年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 15,094百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△133百万円

容易に換金可能でか 
つ価値の変動につい 
てわずかのリスクし 
か負わない有価証券 

1,962百万円

現金及び現金同等物 16,923百万円

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

(平成17年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 19,464百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△5,840百万円

容易に換金可能でか
つ価値の変動につい 
てわずかのリスクし 
か負わない有価証券 

1,962百万円

現金及び現金同等物 15,587百万円

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

  

(平成17年３月31日現在) 

現金及び預金勘定 18,939百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△164百万円

容易に換金可能でか 
つ価値の変動につい 
てわずかのリスクし 
か負わない有価証券 

1,962百万円

現金及び現金同等物 20,738百万円

      

   ２ 株式交換により増加した資本

剰余金は、8,700百万円であり

ます。 

  



(リース取引関係) 

当社は、平成17年４月１日に会社分割を行い、当社の営業の全部を新たに設立する「株式会社ミスミ」に承継

させるとともに、「株式会社ミスミグループ本社」に商号変更いたしました。また、同時に駿河精機株式会社が

当社の完全子会社となる株式交換を行いました。なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度の数値は、旧株

式会社ミスミの数値を用いております。 

  

  

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) 

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 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 (借主側) 

 ①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 (借主側) 

 ①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 (借主側) 

 ①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

取得価額相当額 38百万円

減価償却累計額相当額 19百万円

中間期末残高相当額 18百万円

なお、前連結会計年度までは

リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額は、重要性が低

いため、一括表示しておりまし

たが、当中間連結会計期間より

重要性が増したため、個別表記

することといたしました。 

  
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)

建物 
及び 
構築物 

23 20 2

機械装置 
及び 
運搬具 

3,304 1,252 2,052

その他 579 314 265

合計 3,907 1,587 2,320

上記金額は、有形固定資産

「その他(器具備品及び車輌運

搬具)」であります。 

取得価額相当額 38百万円

減価償却累計額相当額 23百万円

期末残高相当額 14百万円

      

 ②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 7百万円

１年超 10百万円

合計 18百万円

 ②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 626百万円

１年超 1,749百万円

合計 2,376百万円

 ②未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 7百万円

１年超 7百万円

合計 14百万円

なお、取得価額相当額及び未

経過リース料中間期末残高相当

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。 

なお、取得価額相当額及び未

経過リース料中間期末残高相当

額は、従来、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割合が低い

ため、重要性の基準により「支

払利子込み法」により算定して

おりましたが、重要性が増した

ため、当中間連結会計期間よ

り、原則的方法により算定する

ことといたしました。 

なお、取得価額相当額及び未

経過リース料期末残高相当額

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。 



  

  

次へ 

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支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 4百万円

減価償却費相当額 4百万円

 ③支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 363百万円

減価償却費相当額 334百万円

支払利息相当額 30百万円

 ③支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 8百万円

減価償却費相当額 8百万円

      

 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。 

 ④減価償却費相当額の算定方法 

  同左 

 ④減価償却費相当額の算定方法 

  同左 

      

 ⑤利息相当額の算定方法 

――――― 

 ⑤利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては利息法によっておりま

す。 

 ⑤利息相当額の算定方法 

――――― 

２ オペレーティング・リース取引 

――――― 

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

  未経過リース料 

１年以内 1百万円

１年超 3百万円

合計 5百万円

２ オペレーティング・リース取引 

――――― 



(有価証券関係) 

当社は、平成17年４月１日に会社分割を行い、当社の営業の全部を新たに設立する「株式会社ミスミ」に承継

させるとともに、「株式会社ミスミグループ本社」に商号変更いたしました。また、同時に駿河精機株式会社が

当社の完全子会社となる株式交換を行いました。なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度の数値は、旧株

式会社ミスミの数値を用いております。 

  

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 有価証券の減損処理にあたっては、中間連結会計期間末日の時価が取得原価に比べ50％以上下落したもの及び時価が取得原

価に比べ30％以上50％未満下落しているもののうち時価の回復可能性があると判断されるものを除き減損処理を行うことと

しております。なお、当中間連結会計期間において、減損処理の対象となったものはありません。 

  

３ 時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

  

区分 
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

社債 0 0 0

合計 0 0 0

区分 
取得価額
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

① 株式 351 736 384

② 債券  

   社債 366 398 31

③ その他 898 965 66

合計 1,616 2,099 483

内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券  

 マネー・マネージメントファンド等 1,962

 非上場外国株式(店頭売買株式を除く) 0

 非上場国内株式 0



当中間連結会計期間末(平成17年９月30日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 有価証券の減損処理にあたっては、中間連結会計期間末日の時価が取得原価に比べ50％以上下落したもの及び時価が取得原

価に比べ30％以上50％未満下落しているもののうち時価の回復可能性があると判断されるものを除き減損処理を行うことと

しております。なお、当中間連結会計期間において、減損処理の対象となったものはありません。 

  

３ 時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

  

区分 
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

国債 0 0 0

合計 0 0 0

区分 
取得価額
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

① 株式 109 276 167

② 債券  

   社債 304 368 64

③ その他 1,131 1,485 353

合計 1,545 2,129 584

内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券  

 マネー・マネージメントファンド等 1,962

 非上場外国株式 0

 非上場国内株式 7



前連結会計年度末(平成17年３月31日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 有価証券の減損処理にあたっては、連結会計年度末日の時価が取得原価に比べ50％以上下落したもの及び時価が取得原価に

比べ30％以上50％未満下落しているもののうち時価の回復可能性があると判断されるものを除き減損処理を行うこととして

おります。なお、当連結会計年度において、減損処理の対象となったものはありません。 

  

３ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

  

  

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

国債 0 0 0

合計 0 0 0

区分 
取得価額
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

① 株式 351 800 448

② 債券  

   社債 313 354 41

③ その他 899 987 88

合計 1,563 2,142 578

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券  

 マネー・マネージメントファンド等 1,962

 非上場外国株式 0

 非上場国内株式 0



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

為替予約取引を行っておりますが、中間連結会計期間末日に未決済残高がないため、該当事項はありません。

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

為替予約取引を行っておりますが、中間連結会計期間末日に未決済残高がないため、該当事項はありません。

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

為替予約取引を行っておりますが、連結会計年度末日に未決済残高がないため、該当事項はありません。 

  

前へ     



(セグメント情報) 

当社は、平成17年４月１日に会社分割を行い、当社の営業の全部を新たに設立する「株式会社ミスミ」に承継

させるとともに、「株式会社ミスミグループ本社」に商号変更いたしました。また、同時に駿河精機株式会社が

当社の完全子会社となる株式交換を行いました。なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度の数値は、旧株

式会社ミスミの数値を用いております。 

  

【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) 

  

(注) １ 事業区分の方法 

 当社の事業区分の方法は、当社の社内管理区分をベースに商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

３ 営業費用は全て各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として消去又は全社の項目に含めたものはありませ

ん。 

  

  
ＦＡ用
部品事業 
(百万円) 

金型用部品
事業 
(百万円) 

エレクトロ
ニクス部品
事業 
(百万円) 

その他
事業 
(百万円) 

合計
  

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

  売上高      

  (1) 外部顧客に 
    対する売上高 

17,405 13,271 4,506 5,036 40,218 ― 40,218

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は 
    振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 17,405 13,271 4,506 5,036 40,218 ― 40,218

営業費用 14,072 11,352 3,972 4,940 34,338 ― 34,338

営業利益 3,332 1,919 533 95 5,880 ― 5,880

事業区分 製品名

ＦＡ用部品事業 リニアシャフト・プーリー・モーター・アルミフレーム等 

金型用部品事業 
パンチ・ダイ部品・ガイドピンブッシュ部品・エジェクタ部品・コア
ピン部品・ガイド部品等 

エレクトロニクス部品事業 制御用PC・配線部品等

その他事業 機械加工用工具・医療用消耗品・業務用食材消耗品・デジタル素材等 



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 事業区分の方法 

 当社グループの事業区分の方法は、当社グループの社内管理区分をベースに商品の系列及び市場の類似性を考慮し

て区分しております。 

２ 当社は、平成17年４月１日を期日とする駿河精機株式会社との経営統合を契機に当中間連結会計期間より、当社グループ

の事業名称を下記のとおりに変更しております。 

なお、事業区分の変更はありませんが、新たに「光関連事業」が当社グループの事業に、また、多角化事業に環境保全事

業が加わりました。 

３ 各事業区分の主要製品 

４ 消去又は全社の項目は、営業費用のうち連結調整勘定償却額(のれん代償却額)275百万円全額を配賦不能営業費用として

表示しております。 

  

  
自動化
事業 
(百万円)

金型部品 
事業 
(百万円) 

エレクト
ロニクス
事業 
(百万円)

光関連
事業 
(百万円)

多角化
事業 
(百万円)

合計
  

(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

  売上高      

  (1) 外部顧客に 
    対する売上高 

21,247 15,190 4,595 1,874 6,383 49,291 ― 49,291

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は 
    振替高 

― ― ― ― ― ― ― ―

計 21,247 15,190 4,595 1,874 6,383 49,291 ― 49,291

営業費用 17,246 13,247 4,143 1,825 6,287 42,749 275 43,025

営業利益 4,000 1,943 452 49 96 6,542 (275) 6,266

当中間連結会計期間 前連結会計年度

自動化事業 ＦＡ事業

金型部品事業 金型用部品事業

エレクトロニクス事業 エレクトロニクス部品事業

光関連事業 ―

多角化事業 その他事業

事業区分 製品名

自動化事業 リニアシャフト・プーリー・モーター・アルミフレーム等 

金型部品事業 
パンチ＆ダイ・ガイドスプリング・エジェクタピン・コアピン・ガイ
ド等 

エレクトロニクス事業 接続用ケーブル、ハーネス、コネクタ、計測・制御機器部品等 

光関連事業 
ステージ・デバイス用ステージユニット・調芯システム・光センサー
等 

多角化事業 
機械加工用工具、デジタルデザイン関連ツール、開業医・動物病院向
け医療材料、飲食店向け食材・消耗品、環境保全機器等 



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 事業区分の方法 

 当社の事業区分の方法は、当社の社内管理区分をベースに商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しておりま

す。 

２ 各事業区分の主要製品 

３ 営業費用は全て各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として消去又は全社の項目に含めたものはありませ

ん。 

  

  
ＦＡ用
部品事業 
(百万円) 

金型用部品
事業 
(百万円) 

エレクトロ
ニクス部品
事業 
(百万円) 

その他事業
  

(百万円) 

合計
  

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

  売上高      

  (1) 外部顧客に 
    対する売上高 

35,387 26,774 8,903 10,443 81,509 ― 81,509

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は 
    振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 35,387 26,774 8,903 10,443 81,509 ― 81,509

営業費用 29,357 23,259 7,873 10,370 70,860 ― 70,860

営業利益 6,030 3,515 1,030 73 10,649 ― 10,649

事業区分 製品名

ＦＡ用部品事業 リニアシャフト・プーリー・モーター・アルミフレーム等 

金型用部品事業 
パンチ・ダイ部品・ガイドピンブッシュ部品・エジェクタ部品・コア
ピン部品・ガイド部品等 

エレクトロニクス部品事業 制御用PC・配線部品等

その他事業 機械加工用工具・医療用消耗品・業務用食材消耗雑貨・デジタル素材等



【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 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア………台湾・シンガポール・中国・タイ・韓国・他のアジア諸国 

 (2) 北米・南米…アメリカ・カナダ・南米諸国 

 (3) ヨーロッパ…イギリス・ドイツ・他の欧州諸国 

３ 営業費用は全て各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として消去又は全社の項目に含めたものはありませ

ん。 

  

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 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア………台湾・シンガポール・中国・タイ・韓国・他のアジア諸国 

 (2) 北米・南米…アメリカ・カナダ・南米諸国 

 (3) ヨーロッパ…イギリス・ドイツ・他の欧州諸国 

３ 営業費用は全て各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として消去又は全社の項目に含めたものはありませ

ん。 

  

  
日本 
  

(百万円) 

アジア 
  

(百万円) 

北米・南米
  

(百万円) 

ヨーロッパ
  

(百万円) 

合計
  

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 

35,495 3,559 895 268 40,218 ― 40,218

(2) セグメント間の 
  内部売上高 
  又は振替高 

2,801 457 3 168 3,431 (3,431) ―

計 38,297 4,017 898 437 43,650 (3,431) 40,218

営業費用 32,817 3,560 1,001 434 37,815 (3,476) 34,338

営業利益又は営業損失 
(△) 

5,480 456 △103 2 5,835 45 5,880

  
日本 
  

(百万円) 

アジア 
  

(百万円) 

北米・南米
  

(百万円) 

ヨーロッパ
  

(百万円) 

合計
  

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 

43,094 4,655 1,227 314 49,291 ― 49,291

(2) セグメント間の 
  内部売上高 
  又は振替高 

8,689 1,958 82 239 10,969 (10,969) ―

計 51,784 6,613 1,309 553 60,261 (10,969) 49,291

営業費用 45,583 6,040 1,377 617 53,619 (10,594) 43,025

営業利益又は営業損失 
(△) 

6,200 573 △68 △64 6,641 (374) 6,266



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 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア………台湾・シンガポール・中国・タイ・韓国・他のアジア諸国 

 (2) 北米・南米…アメリカ・カナダ・南米諸国 

 (3) ヨーロッパ…イギリス・ドイツ・他の欧州諸国 

３ 営業費用は全て各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として消去又は全社の項目に含めたものはありませ

ん。 

  

  
日本 
  

(百万円) 

アジア 
  

(百万円) 

北米・南米
  

(百万円) 

ヨーロッパ
  

(百万円) 

合計
  

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 

71,813 7,214 1,915 566 81,509 ― 81,509

(2) セグメント間の 
  内部売上高 
  又は振替高 

5,631 843 5 419 6,899 (6,899) ―

計 77,444 8,058 1,920 985 88,409 (6,899) 81,509

営業費用 67,325 7,305 2,244 956 77,833 (6,972) 70,860

営業利益又は営業損失 
(△) 

10,119 752 △324 29 10,576  73 10,649



【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 海外売上高は当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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア………台湾・シンガポール・中国・タイ・韓国・他のアジア諸国 

(2) 北米・南米…アメリカ・カナダ・南米諸国 

(3) ヨーロッパ…イギリス・ドイツ・他の欧州諸国 

  

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 海外売上高は当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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア………台湾・シンガポール・中国・タイ・韓国・他のアジア諸国 

(2) 北米・南米…アメリカ・カナダ・南米諸国 

(3) ヨーロッパ…イギリス・ドイツ・他の欧州諸国 

  

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 海外売上高は当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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア………台湾・シンガポール・中国・タイ・韓国・他のアジア諸国 

(2) 北米・南米…アメリカ・カナダ・南米諸国 

(3) ヨーロッパ…イギリス・ドイツ・他の欧州諸国 

  

  アジア 北米・南米 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,560 895 268 4,723

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 40,218

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

8.9 2.2 0.6 11.7

  アジア 北米・南米 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,088 1,265 314 6,668

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 49,291

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

10.3 2.6 0.6 13.5

  アジア 北米・南米 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,215 1,915 566 9,697

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 81,509

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

8.9 2.3 0.7 11.9



(１株当たり情報) 

  

  

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) 

１株当たり純資産額 893.69円 １株当たり純資産額 1,154.22円 １株当たり純資産額 951.63円

１株当たり中間純利益 89.48円 １株当たり中間純利益 84.02円 １株当たり当期純利益 156.53円

  
当社は、平成16年５月20日付で普
通株式１株に対し普通株式1.5株の
割合で株式分割を行いました。 
前期首に当該株式分割が行われた
と仮定した場合における(１株当た
り情報)の各数値はそれぞれ以下の
とおりであります。 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

88.92円

前中間連結会計期間 前連結会計年度 
１株当たり 
純資産額 742.77円

１株当たり 
純資産額 799.06円

１株当たり 
中間純利益 60.57円

１株当たり 
当期純利益 119.37円

潜在株式 
調整後 
１株当たり 
中間純利益 

60.41円

潜在株式 
調整後 
１株当たり 
当期純利益 

118.81円

  
  

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益 

83.59円

  
当社は、平成16年５月20日付で普
通株式１株に対し普通株式1.5株の
割合で株式分割を行いました。 
前期首に当該株式分割が行われた
と仮定した場合における(１株当た
り情報)の各数値はそれぞれ以下の
とおりであります。 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

155.78円

前連結会計年度 

１株当たり純資産額 799.06円

１株当たり当期純利益 119.37円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 118.81円



(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

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)

１株当たり中間(当期)純利益       

中間連結損益計算書上の 

中間(当期)純利益(百万円) 
3,592 3,642 6,507 

普通株主に帰属しない金額の 

主要な内訳(百万円) 

 利益処分による役員賞与金 

  

  

― 

  

  

― 

  

  

206 

普通株主に帰属しない金額 

(百万円) 
― ― 206 

普通株式に係る中間(当期) 

純利益(百万円) 
3,592 3,642 6,300 

普通株式の期中平均株式数 

(千株) 
40,150 43,356 40,250 

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 

(百万円) 
― ― ― 

普通株式増加数(千株) 254 222 193 

(うち新株予約権(千株)) 254 222 193 

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 

・平成12年６月23日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株引

受権方式) 

普通株式    653千株 

・平成13年６月25日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株引

受権方式) 

普通株式    522千株 

・平成15年６月20日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株予

約権) 

普通株式    300千株 

・平成16年６月22日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株予

約権) 

普通株式    276千株 

・平成13年６月25日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株引

受権方式) 

普通株式    522千株 

・平成16年６月22日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株予

約権) 

普通株式    276千株 

・平成17年６月23日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株予

約権) 

普通株式    244千株 

  

・平成12年６月23日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株引

受権方式) 

普通株式    653千株 

・平成13年６月25日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株引

受権方式) 

普通株式    522千株 

・平成15年６月20日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株予

約権) 

普通株式    300千株 

・平成16年６月22日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株予

約権) 

普通株式    524千株 



(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) 

１ 会社分割 

  当社は平成16年10月13日開催の

取締役会において、平成17年４月

１日を期して新たに設立する「株

式会社ミスミ」(以下、「新設会

社ミスミ」という。)に当社の金

型部品等の卸売事業等の営業の全

部を承継させることにより持株会

社に移行することを決議いたしま

した。 

――――― (経営統合) 

 当社は、平成17年４月１日に会社

分割を行い、当社の金型部品等の卸

売事業等の営業の全部を新たに設立

する「株式会社ミスミ」に承継させ

るとともに、「株式会社ミスミグル

ープ本社」に商号変更することによ

り持株会社に移行しました。 

 また、同時に上記の会社分割によ

り持株会社となった株式会社ミスミ

グループ本社と駿河精機株式会社と

の間で、同社が株式会社ミスミグル

ープ本社の完全子会社となる株式交

換を行いました。 

 なお、当該株式交換により当社の

発行済株式総数が2,934,250株増加

し、資本準備金が8,700百万円増加

いたしました。 

１ 駿河精機株式会社の概要 

 (1) 代表者 

   代表取締役社長 鈴木敏夫 

 (2) 資本金      541百万円 

 (3) 本店所在地 

静岡県静岡市清水七ツ新屋

549番地の１ 

 (4) 事業の内容 

   精密金型関連、光関連機器、

自動化支援機器の製造販売 

 (5) 連結経営成績 

   (自 平成16年４月１日 

    至 平成17年３月31日) 

   売上高    13,939百万円 

   当期純利益    381百万円 

 (6) 連結財政状態 

   (平成17年３月31日現在) 

   資産合計   12,173百万円 

   負債合計    6,502百万円 

   資本合計    5,671百万円 

 (1) 会社分割の目的 

   ミスミは、金型部品、FA部品

等の業界において、独自のカタ

ログ販売で業界標準を実現し、

お客様が必要とする「短納期・

高品質・低コスト」のオリジナ

ル性の高い商品を提供し続けて

まいりました。今般、日本はも

とより世界の激変する経営環

境、市場環境に対応し、真のグ

ローバル化を実現していくため

に、創業早期からの親密なパー

トナーである駿河精機株式会社

(以下、「駿河精機」という。)

と経営統合を行い、製販一体と

なって新たな成長ステージへ進

むことが、戦略的に最善の選択

肢と判断いたしました。 

   その実現に向け、当社が会社

分割により持株会社体制に移行

し、持株会社と駿河精機との間

で株式交換を行うというスキー

ムにより、経営統合の具現化を

図ります。これにより、企画

力・販売力を有する新設会社ミ

スミ、開発力・生産技術力を有

する駿河精機が持株会社の下に

統合されることとなります。 

  

    ２ その他 

  同社を連結の範囲に含めること

によって生じる投資消去差額は、

連結調整勘定として計上し、翌連

結会計年度より５年間で均等償却

いたします。 



  

  

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) 

 (2) 会社分割の方法 

   当社は平成17年４月１日を期

して、持株会社として株式会社

ミスミグループ本社(以下、

「ミスミグループ本社」とい

う)に商号変更するとともに、

現在の当社の営業を承継する新

設会社ミスミを会社分割により

新設し、新設会社ミスミはミス

ミグループ本社の完全子会社と

なります。 

――――― ――――― 

 (3) 新設会社が分割会社から承継

する権利義務に関する事項 

   本件分割によって、新設会社

が分割会社から承継する権利義

務は、本件分割をなすべき時期

における分割会社の営む本件営

業に属する権利義務となりま

す。なお、承継する権利義務の

うち資産及び負債の評価につい

ては、平成16年３月31日現在の

貸借対照表その他同日現在の計

算を基礎とし、これに本件分割

をなすべき時期までの増減を加

除した上で確定することとなっ

ております。 

    

 (4) 本承認株主総会 

   当社は平成16年12月17日を開

催日として臨時株主総会を招集

し、会社分割計画書の承認に必

要な事項に関する決議を求めま

す。 

    

２ 株式交換 

  当社は平成16年10月13日開催の

取締役会において、上記１の会

社分割により持株会社となった

ミスミグループ本社と駿河精機

との間で、同社がミスミグルー

プ本社の完全子会社となる株式

交換を行うことを決議し、同日

付で同社と株式交換契約書を締

結いたしました。 

    



  

  

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) 株式交換の目的 

   今回の経営統合は、当社の保

有する企画力・販売力と、駿河

精機の保有する開発力・生産技

術力を融合することにより、更

に競争力、収益力を強化し、企

業価値を高めるとともに、日本

はもとより世界の激変する市場

環境、競合環境に対応し、真の

グローバル化を実現して新たな

成長ステージへ進むことを目的

としております。 

――――― ――――― 

 (2) 株式交換の方法 

当社が商法第373条ないし第

374条ノ15に定める方法により

会社分割を行うことによって、

事業部門を分社化したうえ持株

会社に移行し、かつ商号を株式

会社ミスミグループ本社と変更

後、株式交換契約書の定めると

ころに従い、商法第352条ない

し第363条の定める方法によ

り、駿河精機がミスミグループ

本社の完全子会社となる株式交

換を行います。 

    

 (3) 株式交換に際して発行する株

式 

   当社は株式交換に際して普通

株式2,934,250株を新たに発行

し、株式交換の日の前日の駿河

精機の最終株主名簿および実質

株主名簿に記載された株主およ

び実質株主に対し、その所有す

る駿河精機の普通株式１株に対

してミスミグループ本社の普通

株式0.5株の割合をもって割当

交付します。ただし、ミスミグ

ループ本社が保有する駿河精機

の普通株式137,500株について

は割当交付を行いません。 

    



  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

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) 増加すべき資本金及び資本準

備金の額 

  ・資本金   金０円 

  ・資本準備金 以下の計算方法

により算出され

る金額 

株式交換の日 
に駿河精機に 
現存する純資 
産額 

  
  
× 

株式交換によりミ
スミグループ本社
に移転する駿河精
機の株式の数 

駿河精機の発行株
式の総数 

    

 (5) 本承認株主総会 

   当社および駿河精機は平成16

年12月17日を開催日として臨時

株主総会を招集し、株式交換契

約書の承認および本株式交換に

必要な事項に関する決議を求め

ます。 

    

 (6) 株式交換の日 

   株式交換の日は平成17年４月

１日とします。 

    

 (7) 駿河精機株式会社の概要 

  ①代表者 

   代表取締役社長  鈴木敏夫 

  ②資本金      541百万円 

  ③本店所在地 

静岡県静岡市清水七ツ新屋

549番地の１ 

  ④事業の内容 

   精密金型関連、光関連機器、

自動化支援機器の製造販売 

  ⑤連結経営成績 

   (自 平成15年４月１日 
    至 平成16年３月31日) 

   売上高    12,962百万円 

   当期純利益   1,232百万円 

――――― ――――― 

  ⑥連結財政状態 

   (平成16年３月31日現在) 

   資産合計     11,740百万円 

   負債合計      6,407百万円 

   資本合計      5,286百万円 

    



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     12,599 6,108   15,546 

２ 受取手形     4,870 ―   4,605 

３ 売掛金     12,661 ―   13,401 

４ 有価証券     2,025 2,128   2,115 

５ たな卸資産     4,230 ―   4,178 

６ その他     541 624   645 

貸倒引当金     △109 ―   △117 

流動資産合計     36,819 81.3 8,860 20.1   40,375 80.3

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1) 建物     907 ―   872 

(2) 土地     187 ―   187 

(3) その他     307 ―   343 

有形固定 
資産合計 

    1,403 3.1 ― ―   1,403 2.7

２ 無形固定資産     839 1.8 ― ―   1,341 2.7

３ 投資その他の 
資産 

          

(1) 投資有価証券 ※２   3,965 1,964   1,990 

(2) 関係会社株式     ― 32,686   ― 

(3) 保険積立金     596 404   609 

(4) その他     1,794 181   4,668 

貸倒引当金     △119 ―   △89 

投資その他の 
資産合計 

    6,237 13.8 35,237 79.9   7,179 14.3

固定資産合計     8,480 18.7 35,237 79.9   9,924 19.7

資産合計     45,300 100.0 44,098 100.0   50,299 100.0

            



  

  

    
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     4,385 ―   5,382 

２ 短期借入金     800 800   800 

３ 未払法人税等     2,099 ―   2,192 

４ その他 ※４   1,309 262   2,709 

流動負債合計     8,595 19.0 1,062 2.4   11,084 22.0

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付 
  引当金 

    664 5   691 

２ 役員退職慰労 
  引当金 

    438 517   462 

固定負債合計     1,102 2.4 522 1.2   1,154 2.3

負債合計     9,697 21.4 1,585 3.6   12,238 24.3

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     2,814 6.2 3,081 7.0   2,935 5.8

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金     3,886 9,781   4,007 

資本剰余金合計     3,886 8.6 9,781 22.2   4,007 8.0

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金     402 402   402 

２ 任意積立金     24,400 29,000   24,400 

３ 中間(当期) 
  未処分利益 

    3,867 597   6,033 

利益剰余金合計     28,670 63.3 30,000 68.0   30,835 61.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

    286 0.6 346 0.8   343 0.7

Ⅴ 自己株式     △55 △0.1 △697 △1.6   △61 △0.1

資本合計     35,602 78.6 42,512 96.4   38,060 75.7

負債・資本合計     45,300 100.0 44,098 100.0   50,299 100.0

            



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 ※１   38,297 100.0 ―  77,444 100.0

Ⅱ 営業収益 ※１   ― 614 100.0  ― 

Ⅲ 売上原価     25,546 66.7 ― ―  51,777 66.9

   売上総利益     12,751 33.3 ― ―  25,666 33.1

Ⅳ 販売費及び 
  一般管理費 

※1,4   7,271 19.0 ― ―  15,547 20.0

Ⅴ 営業費用 ※１   ― ― 547 89.0  ― ―

   営業利益     5,480 14.3 67 11.0  10,119 13.1

Ⅵ 営業外収益 ※２   90 0.2 32 5.3  134 0.1

Ⅶ 営業外費用 ※３   7 0.0 2 0.5  11 0.0

   経常利益     5,563 14.5 97 15.8  10,241 13.2

Ⅷ 特別利益     12 0.0 ― ―  ― 

Ⅸ 特別損失     1 0.0 ― ―  222 0.3

   税引前中間 
   (当期)純利益 

    5,574 14.5 97 15.8  10,019 12.9

   法人税、住民税 
   及び事業税 

  2,044   2 3,980   

   過年度法人税等   ―   △9 ―   

   法人税等調整額   191 2,235 5.8 45 39 6.4 △29 3,950 5.1

   中間(当期) 
   純利益 

    3,338 8.7 57 9.4  6,068 7.8

   前期繰越利益     528 539  528 

   中間配当額     ― ―  564 

   中間(当期) 
   未処分利益 

    3,867 597  6,033 

           



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年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満期保有目的の債券 

   償却原価法 

  ②子会社株式 

   移動平均法による原価法 

  ③その他有価証券 

   時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は、

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ①満期保有目的の債券 

   同左 

  ②子会社株式 

   同左 

  ③その他有価証券 

   時価のあるもの 

    同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ①満期保有目的の債券 

   同左 

  ②子会社株式 

   同左 

  ③その他有価証券 

   時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は、全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定) 

   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 

同左 

   時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ 

   時価法 

 (2) デリバティブ 

――――― 

 (2) デリバティブ 

   時価法 

 (3) たな卸資産 

  ①商品 

   移動平均法による原価法 

  ②貯蔵品 

   最終仕入原価法 

 (3) たな卸資産 

――――― 

 (3) たな卸資産 

  ①商品 

   移動平均法による原価法 

  ②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(但し、絵画(器具備

品)は５年均等償却) 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

   建物      ３年～45年 

   その他     ３年～20年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

――――― 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

定率法(但し、絵画(器具備

品)は５年均等償却) 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

   建物      ３年～45年 

   その他     ３年～20年 

 (2) 無形固定資産 

  ①営業権 

    ３年均等償却 

  ②ソフトウエア(自社利用分) 

社内における利用可能期間

(５年)による定額法 

  ③その他の無形固定資産 

 定額法 

 (2) 無形固定資産 

――――― 

 (2) 無形固定資産 

  ①営業権 

    ３年均等償却 

  ②ソフトウエア(自社利用分) 

社内における利用可能期間

(５年)による定額法 

  ③その他の無形固定資産 

 定額法 



  

  

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) 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

――――― 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生して

いると認められる額を計上して

おります。 

 (2) 退職給付引当金 

同左 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務見込額に基づき、当事

業年度末において発生している

と認められる額を計上しており

ます。 

 (3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間会

計期間末要支給額を計上してお

ります。 

 (3) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

４ 外貨建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。 

４ 外貨建資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

――――― 

４ 外貨建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、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５ 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。 

５ リース取引の処理方法 

――――― 

５ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

同左 

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

同左 



会計処理の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

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) 

――――― (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 企業会計基準摘用指針第６号)

を適用しております。 

これにより損益に与える影響はあ

りません。 

――――― 

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) 

――――― １ 前中間会計期間において「投資有価証券」に含めて

表示しておりました「関係会社株式」(前中間会計期

間1,042百万円)については、金額に重要性が増したた

め、独立掲記しております。 

  ２ 前中間会計期間において独立掲記しておりました

「未払法人税等」(当中間連結会計期間40百万円)につ

いては、金額に重要性がなくなったため、流動負債の

「その他」に含めて表示しております。 

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) 

――――― (財政状態・経営成績の変動について) 

当社は、平成17年４月１日に持株会社に移行しており

ます。このため、当中間会計期間の財政状態及び経営成

績は前中間会計期間と比較して大きく変動しておりま

す。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  
  

前中間会計期間末 
(平成16年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 

  2,240百万円

※１    ――――― 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,349百万円

      

※２    ――――― ※２ 投資有価証券のうち、231百

万円は貸株に供しております。 

※２ 投資有価証券のうち、212百

万円は貸株に供しております。 

      

 ３ 偶発債務 

関係会社の銀行取引に対し、

次のとおり債務保証を行ってお

ります。 

 ３ 偶発債務 

関係会社の銀行取引に対し、

次のとおり債務保証を行ってお

ります。 

 ３ 偶発債務 

関係会社の銀行取引に対し、

次のとおり債務保証を行ってお

ります。 

  
外貨 
種別 

外貨額 
(単位：千) 

円貨額
(百万円)

MISUMI OF  
THE  
AMERICAS,  
INC. 

US$ 2,000 222

MISUMI UK  
LTD. £ 300 60

MISUMI  
SOUTH EAST  
ASIA PTE.  
LTD. 

S$ 1,000 65

  
外貨
種別

外貨額
(単位：千)

円貨額
(百万円)

MISUMI 
USA,INC. US$ 2,000 226

MISUMI UK  
LTD. £ 300 59

MISUMI 
SOUTH EAST 
ASIA PTE.  
LTD. 

S$ 1,000 66

(注) MISUMI OF THE AMERICAS, 

INC. は、平成16年10月１日

付けでMISUMI USA, INC.と社

名変更しております。 

外貨
種別

外貨額 
(単位：千) 

円貨額 
(百万円)

MISUMI 
USA,INC. US$ 2,000 214 

MISUMI UK 
LTD. £ 300 60 

MISUMI 
SOUTH EAST 
ASIA PTE.  
LTD. 

S$ 1,000 65 

      

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺の上金額的重要性が

乏しいため、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。 

※４ 消費税等の取扱い 

   同左 

※４    ――――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  
  

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    ――――― 

  

※１ 売上高、営業収益、売上原

価、販売費及び一般管理費、営

業費用について 

当社は、平成17年４月１日に

会社分割の方法により持株会社

へ移行しております。これに伴

い、「Ⅰ 売上高」、「Ⅲ 売上

原価」、「Ⅳ 販売費及び一般

管理費」は、それぞれ会社分割

前の計上額を表示し、「Ⅱ 営

業収益」、「Ⅴ  営業費用」

は、それぞれ会社分割後の計上

額を表示しております。 

※１    ――――― 

      

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 3百万円

有価証券利息 4百万円

※２ 営業外収益の主要項目 

受取配当金 11百万円

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 8百万円

有価証券利息 6百万円

      

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 2百万円

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 2百万円

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 4百万円

      

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 134百万円

無形固定資産 142百万円

※４    ――――― ※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 293百万円

無形固定資産 333百万円



(リース取引関係) 

  

  

(有価証券関係) 

  

  

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 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 (借主側) 

 ①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

――――― 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 

 (借主側) 

 ①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

取得価額相当額 38百万円

減価償却累計額 
相当額 

19百万円

中間期末残高相当額 18百万円

  取得価額相当額 38百万円

減価償却累計額 
相当額 

23百万円

期末残高相当額 14百万円

      

 ②未経過リース料中間期末残高相

当額 

   ②未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 7百万円

１年超 7百万円

合計 14百万円

１年以内 7百万円

１年超 10百万円

合計 18百万円

  

なお、取得価額相当額及び未

経過リース料中間期末残高相当

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。 

  なお、取得価額相当額及び未

経過リース料期末残高相当額

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。 

      

 ③支払リース料及び減価償却費相

当額 

   ③支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 4百万円

減価償却費相当額 4百万円

  支払リース料 8百万円

減価償却費相当額 8百万円

      

 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。 

   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。 

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) 

子会社株式及び関連会社株式で時

価のあるものはありません。 

同左 同左 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

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) 

１株当たり純資産額 883.67円 １株当たり純資産額 982.17円 １株当たり純資産額 937.17円

１株当たり中間純利益 83.15円 １株当たり中間純利益 1.33円 １株当たり当期純利益 145.63円

  

当社は、平成16年５月20日付で普

通株式１株に対し普通株式1.5株の

割合で株式分割を行いました。 

前期首に当該株式分割が行われた

と仮定した場合における(１株当た

り情報)の各数値はそれぞれ以下の

とおりであります。 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

82.63円

前中間会計期間 前事業年度 
１株当たり 
純資産額 741.41円

１株当たり 
純資産額 797.17円

１株当たり 
中間純利益 58.71円

１株当たり 
当期純利益 115.25円

潜在株式 
調整後 
１株当たり 
中間純利益 

58.55円

潜在株式 
調整後 
１株当たり 
当期純利益 

114.71円

  

  

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益 

1.33円

  

当社は、平成16年５月20日付で普

通株式１株に対し普通株式1.5株の

割合で株式分割を行いました。 

前期首に当該株式分割が行われた

と仮定した場合における(１株当た

り情報)の各数値はそれぞれ以下の

とおりであります。 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

144.94円

前事業年度 

１株当たり純資産額 797.17円 

１株当たり当期純利益 115.25円 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

114.71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株当たり中間(当期)純利益  

中間損益計算書上の 
中間(当期)純利益(百万円) 

3,338 57 6,068

普通株主に帰属しない金額の
主要な内訳(百万円) 
 利益処分による役員賞与金 

  
― 

  
― 

 
  
206 

普通株主に帰属しない金額 
(百万円) 

― ― 206

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(百万円) 

3,338 57 5,861

普通株式の期中平均株式数 
(千株) 

40,150 43,356 40,250

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 
(百万円) 

― ― ―

普通株式増加数(千株) 254 222 193

(うち新株予約権(千株)) 254 222 193

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 

・平成12年６月23日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株引

受権方式) 

普通株式    653千株 

・平成13年６月25日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株引

受権方式) 

普通株式    522千株 

・平成15年６月20日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株予

約権) 

普通株式    300千株 

・平成16年６月22日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株予

約権) 

普通株式    276千株 

・平成13年６月25日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株引

受権方式) 

普通株式    522千株 

・平成16年６月22日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株予

約権) 

普通株式    276千株 

・平成17年６月23日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株予

約権) 

普通株式    244千株 

・平成12年６月23日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株引

受権方式) 

普通株式    653千株 

・平成13年６月25日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株引

受権方式) 

普通株式    522千株 

・平成15年６月20日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株予

約権) 

普通株式    300千株 

・平成16年６月22日定

時株主総会決議ストッ

クオプション(新株予

約権) 

普通株式    524千株 



(重要な後発事象) 

  

  

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 会社分割 

当社は平成16年10月13日開催の

取締役会において、平成17年４月

１日を期して新たに設立する「株

式会社ミスミ」(以下、「新設会

社ミスミ」という。)に当社の金

型部品等の卸売事業等の営業の全

部を承継させることにより持株会

社に移行することを決議いたしま

した。 

(1) 会社分割の目的 

ミスミは、金型部品、FA部品

等の業界において、独自のカタ

ログ販売で業界標準を実現し、

お客様が必要とする「短納期・

高品質・低コスト」のオリジナ

ル性の高い商品を提供し続けて

まいりました。今般、日本はも

とより世界の激変する経営環

境、市場環境に対応し、真のグ

ローバル化を実現していくため

に、創業早期からの親密なパー

トナーである駿河精機株式会社

(以下、「駿河精機」という。)

と経営統合を行い、製販一体と

なって新たな成長ステージへ進

むことが、戦略的に最善の選択

肢と判断いたしました。 

その実現に向け、当社が会社

分割により持株会社体制に移行

し、持株会社と駿河精機との間

で株式交換を行うというスキー

ムにより、経営統合の具現化を

図ります。これにより、企画

力・販売力を有する新設会社ミ

スミ、開発力・生産技術力を有

する駿河精機が持株会社の下に

統合されることとなります。 

――――― (経営統合) 

当社は、平成17年４月１日に会社

分割を行い、当社の金型部品等の卸

売事業等の営業の全部を新たに設立

する「株式会社ミスミ」に承継させ

るとともに、「株式会社ミスミグル

ープ本社」に商号変更することによ

り持株会社に移行しました。 

また、同時に上記の会社分割によ

り持株会社となった株式会社ミスミ

グループ本社と駿河精機株式会社と

の間で、同社が株式会社ミスミグル

ープ本社の完全子会社となる株式交

換を行いました。 

なお、当該株式交換により当社の

発行済株式総数が2,934,250株増加

し、資本準備金が8,700百万円増加

いたしました。 

駿河精機株式会社の概要 

 (1) 代表者 

   代表取締役社長 鈴木敏夫 

 (3) 本店所在地 

静岡県静岡市清水七ツ新屋

549番地の１ 

 (4) 事業の内容 

精密金型関連、光関連機器、

自動化支援機器の製造販売 

 (5) 連結経営成績 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

 (6) 連結財政状態 

(平成17年３月31日現在) 

(2) 資本金 541百万円

売上高 13,939百万円

当期純利益 381百万円

資産合計 12,173百万円

負債合計 6,502百万円

資本合計 5,671百万円



  

  

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) 

(2) 会社分割の方法 

当社は平成17年４月１日を期

して、持株会社として株式会社

ミスミグループ本社(以下、

「ミスミグループ本社」とい

う)に商号変更するとともに、

現在の当社の営業を承継する新

設会社ミスミを会社分割により

新設し、新設会社ミスミはミス

ミグループ本社の完全子会社と

なります。 

――――― ――――― 

(3) 新設会社が分割会社から承継

する権利義務に関する事項 

本件分割によって、新設会社

が分割会社から承継する権利義

務は、本件分割をなすべき時期

における分割会社の営む本件営

業に属する権利義務となりま

す。なお、承継する権利義務の

うち資産及び負債の評価につい

ては、平成16年３月31日現在の

貸借対照表その他同日現在の計

算を基礎とし、これに本件分割

をなすべき時期までの増減を加

除した上で確定することとなっ

ております。 

    

(4) 本承認株主総会 

当社は平成16年12月17日を開

催日として臨時株主総会を招集

し、会社分割計画書の承認に必

要な事項に関する決議を求めま

す。 

    

２ 株式交換 

当社は平成16年10月13日開催の

取締役会において、上記１の会社

分割により持株会社となったミス

ミグループ本社と駿河精機との間

で、同社がミスミグループ本社の

完全子会社となる株式交換を行う

ことを決議し、同日付で同社と株

式交換契約書を締結いたしまし

た。 

    



  

  

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) 株式交換の目的 

今回の経営統合は、当社の保

有する企画力・販売力と、駿河

精機の保有する開発力・生産技

術力を融合することにより、更

に競争力、収益力を強化し、企

業価値を高めるとともに、日本

はもとより世界の激変する市場

環境、競合環境に対応し、真の

グローバル化を実現して新たな

成長ステージへ進むことを目的

としております。 

――――― ――――― 

(2) 株式交換の方法 

当社が商法第373条ないし第

374条ノ15に定める方法により

会社分割を行うことによって、

事業部門を分社化したうえ持株

会社に移行し、かつ商号を株式

会社ミスミグループ本社と変更

後、株式交換契約書の定めると

ころに従い、商法第352条ない

し第363条の定める方法によ

り、駿河精機がミスミグループ

本社の完全子会社となる株式交

換を行います。 

    

(3) 株式交換に際して発行する株

式 

当社は株式交換に際して普通

株式2,934,250株を新たに発行

し、株式交換の日の前日の駿河

精機の最終株主名簿および実質

株主名簿に記載された株主およ

び実質株主に対し、その所有す

る駿河精機の普通株式１株に対

してミスミグループ本社の普通

株式0.5株の割合をもって割当

交付します。ただし、ミスミグ

ループ本社が保有する駿河精機

の普通株式137,500株について

は割当交付を行いません。 

    



  

  

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) 

(4) 増加すべき資本金及び資本準

備金の額 

・資本金   金０円 

・資本準備金 以下の計算方法

により算出され

る金額 

    

株式交換の日 
に駿河精機に 
現存する純資 
産額 

  
  
× 

株式交換によりミ
スミグループ本社
に移転する駿河精
機の株式の数 
駿河精機の発行株
式の総数 

    

(5) 本承認株主総会 

当社および駿河精機は平成16

年12月17日を開催日として臨時

株主総会を招集し、株式交換契

約書の承認および本株式交換に

必要な事項に関する決議を求め

ます。 

    

(6) 株式交換の日 

株式交換の日は平成17年４月

１日とします。 

    

(7) 駿河精機株式会社の概要 

①代表者 

代表取締役社長  鈴木敏夫 

②資本金      541百万円 

③本店所在地 

静岡県静岡市清水七ツ新屋

549番地の１ 

④事業の内容 

精密金型関連、光関連機器、

自動化支援機器の製造販売 

⑤連結経営成績 

(自 平成15年４月１日 

至 平成16年３月31日) 

⑥連結財政状態 

(平成16年３月31日現在) 

売上高 12,962百万円

当期純利益 1,232百万円

資産合計 11,740百万円

負債合計 6,407百万円

資本合計 5,286百万円

――――― ――――― 



(2) 【その他】 

第44期(平成17年４月１日より平成18年３月31日まで)中間配当については、平成17年11月21日開催の取締役会に

おいて、平成17年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し次のとおり中間配当を行う

ことを決議致しました。 

  

① 中間配当金の総額 649百万円

② １株あたり中間配当金 15円00銭

③ 支払請求権の効力発生日 

  及び支払開始日 
平成17年12月12日



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)  
  
  

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２項第４号(主要株主の異動)の
規定に基づくもの 

  
平成17年５月20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43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24日 
関東財務局長に提出。 

(3)  
  

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２項第２号の２(新株予約権の発
行)の規定に基づくもの 

  
平成17年６月24日 
関東財務局長に提出。 

(4) 
  
臨時報告書の 
訂正報告書 

上記(3)臨時報告書に係る訂正報告書   
  
平成17年７月１日 
関東財務局長に提出。 

(5) 
  
有価証券報告書の 
訂正報告書 

  
上記(2)有価証券報告書に係る訂正報告
書 

  
  
平成17年８月22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 

  

株式会社ミスミ 

  

  

  

  

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

社ミスミの平成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、株式会社ミスミ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。 

  

追記情報 

１．重要な後発事象に記載されているとおり、平成16年10月13日開催の取締役会において、株式会社ミスミが金型部品

等の卸売り事業等の営業の全部を承継させることにより持株会社に移行する会社分割を決議している。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、平成16年10月13日開催の取締役会において、上記１．の会社分割により

持株会社となった株式会社ミスミグループ本社と駿河精機株式会社との間で、駿河精機株式会社が完全子会社となる

株式交換を行うことを決議している。 

  

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 
  

平成16年12月15日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  松  野  雄 一 郎  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  中  塚     亨  ㊞ 

  
※ 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、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

株式会社ミスミグループ本社 

  

  

  

  

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

社ミスミグループ本社の平成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、株式会社ミスミグループ本社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。 

  

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 
  

平成17年12月19日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  松  野  雄 一 郎  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  中  塚     亨  ㊞ 

  
※ 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、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

株式会社ミスミ 

  

  

  

  

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
社ミスミの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第43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、株式会社ミスミの平成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。 
  
追記情報 
１．重要な後発事象に記載されているとおり、平成16年10月13日開催の取締役会において、株式会社ミスミが金型部品
等の卸売り事業等の営業の全部を承継させることにより持株会社に移行する会社分割を決議している。 
２．重要な後発事象に記載されているとおり、平成16年10月13日開催の取締役会において、上記１．の会社分割により
持株会社となった株式会社ミスミグループ本社と駿河精機株式会社との間で、駿河精機株式会社が完全子会社となる
株式交換を行うことを決議している。 
  
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 
  

平成16年12月15日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  松  野  雄 一 郎  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  中  塚     亨  ㊞ 

  
※ 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、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

株式会社ミスミグループ本社 

  

  

  

  

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

社ミスミグループ本社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第44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、株式会社ミスミグループ本社の平成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。 

  

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 
  

平成17年12月19日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  松  野  雄 一 郎  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  中  塚     亨  ㊞ 

  
※ 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、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 
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