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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第58期中、第59期中、第60期中及び第59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、１株

当たり中間(当期)純損失が計上されており、また、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 第58期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

５ 中間連結会計期間の業績について 

当社グループが営む「水道用・環境衛生用機器事業」における売上高は、上半期に比べ下半期に完成・納入

する工事・製品の割合が大きいため、連結会計年度の上半期の売上高及び営業費用と下半期の売上高及び営

業費用の間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第58期中 第59期中 第60期中 第58期 第59期

会計期間

自 平成15年 
  ６月１日 
至 平成15年 
  11月30日

自 平成16年
  ６月１日 
至 平成16年 
  11月30日

自 平成17年
  ６月１日 
至 平成17年 
  11月30日

自 平成15年 
  ６月１日 
至 平成16年 
  ５月31日

自 平成16年
  ６月１日 
至 平成17年 
  ５月31日

売上高 (百万円) 9,505 7,037 11,456 37,517 37,126

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) △1,967 △2,453 △1,026 785 △532

当期純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(百万円) △1,315 △2,152 △1,042 583 △1,038

純資産額 (百万円) 21,849 22,016 22,555 24,036 23,066

総資産額 (百万円) 43,595 46,737 46,171 48,890 51,317

１株当たり純資産額 (円) 1,042.82 1,060.91 1,098.31 1,158.25 1,123.15

１株当たり 
当期純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(円) △61.88 △103.73 △50.78 27.69 △50.17

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 50.1 47.1 48.9 49.2 44.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △7,713 △5,257 △7,002 1,618 3,550

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 276 △325 △0 △1,307 389

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,485 1,516 1,518 △511 △294

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 6,173 7,857 10,084 11,924 15,569

従業員数 (名) 924 919 941 917 935



(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第58期中、第59期中、第60期中及び第59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、１株

当たり中間(当期)純損失が計上されており、また、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 第58期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

５ 中間会計期間の業績について 

当社が営む「水道用・環境衛生用機器事業」における売上高は、上半期に比べ下半期に完成・納入する工

事・製品の割合が大きいため、事業年度の上半期の売上高及び営業費用と下半期の売上高及び営業費用の間

に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。 

  

回次 第58期中 第59期中 第60期中 第58期 第59期

会計期間

自 平成15年 
  ６月１日 
至 平成15年 
  11月30日

自 平成16年
  ６月１日 
至 平成16年 
  11月30日

自 平成17年
  ６月１日 
至 平成17年 
  11月30日

自 平成15年 
  ６月１日 
至 平成16年 
  ５月31日

自 平成16年
  ６月１日 
至 平成17年 
  ５月31日

売上高 (百万円) 9,371 6,621 11,094 35,967 35,128

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) △1,755 △2,134 △783 637 △606

当期純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(百万円) △1,183 △1,948 △886 509 △1,058

資本金 (百万円) 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233

発行済株式総数 (千株) 21,425 21,425 21,425 21,425 21,425

純資産額 (百万円) 21,593 21,758 22,229 23,574 22,584

総資産額 (百万円) 42,764 46,029 45,288 47,740 50,163

１株当たり純資産額 (円) 1,030.61 1,048.49 1,082.45 1,136.00 1,099.69

１株当たり 
当期純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(円) △55.68 △93.90 △43.18 24.17 △51.14

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額

(円) 4.00 4.00 4.00 8.00 8.00

自己資本比率 (％) 50.5 47.3 49.1 49.4 45.0

従業員数 (名) 832 817 811 820 819



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、関係会社についても重要な異動はありません。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、関係会社の重要な異動はありません。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年11月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

２ 当社グループの事業は「水道用・環境衛生用機器事業」並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります

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。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年11月30日現在 

 
(注) 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、「JAM前澤工業労働組合」が組織されております。 

なお労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

従業員数(名) 941

従業員数(名) 811



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におけるわが国経済は、個人消費は緩やかに増加し、設備投資も企業収益の改善
を受けて増加するなど、景気は緩やかに回復をしていると考えられますが、原油や素材価格の上昇等に
より、本格的に景気回復となるかは、予断を許さない状況で推移しました。 
 当社グループを取り巻く事業環境は、引き続き公共投資関係費の縮減が行われ、非常に厳しい環境が
続きました。 
 このような状況のもとで当社グループは、上・下水道市場や環境関連分野の民間市場に対し、積極的
な販売活動を展開し、受注・売上の確保に努めてまいりました結果、当中間連結会計期間の業績は、受
注高は25,768百万円（前年同期比6.8%増）、売上高は11,456百万円（前年同期比62.8%増）となりまし
た。 
 損益につきましては、売上の増加による利益額の増加により、経常損失は1,026百万円（前年同期
2,453百万円の損失）となり、中間純損失は1,042百万円（前年同期2,152百万円の損失）となりまし
た。 
 当社及び連結子会社の事業は「水道用・環境衛生用機器事業」並びにこれらに付帯する業務の単一事
業でありますので、製品区分別に当中間連結会計期間の売上高を記載すると、下記のとおりでありま
す。 
  
  

  

 
  

(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現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比
べ5,484百万円減少し、10,084百万円となりました。 
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
 営業活動の結果使用した資金は7,002百万円(前年同期比33.2％の増)となりました。税金等調整前中間
純損失1,108百万円に加え、仕入債務の減少6,818百万円、たな卸資産の増加2,098百万円があり、売上
債権の減少2,590百万円と前受金の増加892百万円があったものの、全体として減少いたしました。 
 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
 投資活動の結果使用した資金は0百万円(前年同期は325百万円の使用)となりました。主に投資有価証
券の売買による収支567百万円が、有形固定資産の取得315百万円や有形固定資産の売却に伴う支出133
百万円などと均衡いたしました。 
 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
 財務活動の結果得られた資金は1,518 百万円(前年同期比0.2％の増)となりました。主な収入は、短期
借入れによる収入1,600百万円、主な支出は配当金の支払いによる支出81百万円であります。 

  

製品区分別 金額(百万円) 前年同期比(％)

下水機械装置 4,073 170.6 

上水等機械装置 1,491 304.2

汎用弁栓 2,275 △ 2.7

制御弁・門扉 1,814 41.0

その他 1,800 17.1

合計 11,456 62.8



２ 【生産、受注の状況】 

当社グループの事業は「水道用・環境衛生用機器事業」並びにこれらに付帯する業務の単一事業であり

ますので、製品区分別に記載しております。 

販売の状況については「１ 業績等の概要」に記載しております。 

  

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は販売価格により表示しております。 

２ 金額は消費税等抜きで表示しております。 

  

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間の受注状況を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は販売価格により表示しております。 

２ 金額は消費税等抜きで表示しております。 

  

製品区分別

当中間連結会計期間
(自平成17年６月１日
至平成17年11月30日)

生産高(百万円) 前年同期比(％)

下水機械装置 6,415 18.7

上水等機械装置 1,230 △ 27.3

汎用弁栓 2,119 0.2

制御弁・門扉 1,869 15.3

その他 2,242 14.6

合計 13,876 8.5

製品区分別

当中間連結会計期間
(自平成17年６月１日
至平成17年11月30日)

受注高
(百万円)

前年同期比
(％)

受注残高
(百万円)

前年同期比
(％)

下水機械装置 14,031 20.7 22,991 2.4

上水等機械装置 4,067 △0.4 6,117 △ 29.5 

汎用弁栓 2,341 △ 2.9 563 0.1

制御弁・門扉 2,085 4.0 1,889 △ 13.4 

その他 3,242 △ 18.8 3,553 △ 16.4

合計 25,768 6.8 35,114 △ 7.9



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

  



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】 

当社グループは、生活環境分野で使用される水処理装置及び機器メーカーとして、社会に貢献する製品

の開発を進めております。 

 当中間連結会計期間のグループ全体の研究開発費の総額は358百万円であり、主な研究開発成果は次の

とおりであります。 

 なお当社及び連結子会社の事業は「水道用・環境衛生用機器事業」並びにこれらに付帯する業務の単一

事業でありますので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。また、研究開発活動は製品区

分別に行っていないため、研究部門別に「水処理装置部門」、「機器部門」、「その他の部門」、とに区

分して記載しております。 

  

(1) 水処理装置部門 

 上水道分野では原水の水質条件に応じた安全でおいしい水を目指した最適な浄水プロセスの開発に取り

組んでおります。オゾン＋活性炭による高度浄水処理技術や膜ろ過技術の研究開発を推進しており、特に

当社独自技術によるPTFE製ハイブリッド膜ろ過システムの開発を重点に実施しております。また、施設更

新(新設を含めた)の要求に応えるための技術開発としては超高速凝集沈澱池(アクティフロープロセス)に

よる省スペース化を確立しております。 

 下水道分野では、省エネルギーを目指した低圧集砂システム、マルチメッシュスクリーンなどの除塵機

や沈砂池機械設備・管路設備の維持管理などの開発研究を実施しております。リン回収技術や水循環を考

慮した再利用水設備などの高度処理による水質改善を手掛けており、今後の水質基準改正に対応可能な処

理技術の開発も進めております。また、上九一式村や天城バイオガスプラントを初めとしたバイオガス関

連技術の開発にも積極的に取り組んでおります。 

 水質試験分野では、分析センターが水道法第20条に基づく水道水質検査機関として登録しており、水道

事業体からの水質分析業務を積極的に受託しております。また、水質検査結果の信頼性を確保すべく優良

試験所基準(GLP)の考え方の導入をすすめております。 

 この部門の研究開発費は309百万円であります。 

  

(2) 機器部門 

 機器部門では、平成16年6月に厚生労働省が今後の水道事業のあり方を示すため「水道ビジョン」を策定

し、その中で提起された「安心(安心して飲める水の供給)」、「安定(安定的な生活用水の確保)」、「持

続(将来を見据えた供給体制の充実)」、「環境(環境保全への貢献)」等の課題に対応した機器等の研究・

開発に取り組んでおります。 

 この部門の研究開発費は35百万円であります。 

  

(3) その他の部門 

 土壌浄化分野では、フェントン法の適用など油・重金属の分離洗浄技術の研究等を行っております。 

 グリッドコアについては、準不燃・不燃の耐火性ボード、耐水性ボードなどの高機能性ボードの開発を

進めております。 

 この部門の研究開発費は14百万円であります。 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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おいて、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間会計期間において、前事業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 

な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  



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、80,000,000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】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年11月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年２月10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 21,425,548 同左
東京証券取引所
市場第一部

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

計 21,425,548 同左 ― ―



(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11月30日現在 

 
(注) １ 上記のほか、自己株式(888千株、4.14％)があります。 

２ 次の法人から、当中間期中に大量保有報告書の提出があり（報告義務発生日 平成17年11月17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、当中間期末現在における当該法人名義の実質所有株式

数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

 
なお、同社より平成18年1月11日付で変更報告書の提出があり、平成17年12月28日現在で、1,573千株を保有し

ている旨の報告を受けております。 

また、同社とジーエーエス(ケイマン)リミテッドの２社連名により、平成18年2月6日付で変更報告書の提出が

あり、平成18年1月4日現在で1,577千株を保有している旨の報告を受けております。  

  

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６月１日～ 
平成17年11月30日 

― 21,425,548 ― 5,233 ― 4,794

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(％)

クレジット スイス ファース
ト ボストン ヨーロッパ ピ
ービー セク アイエヌティ 
ノントリーティ クライエント
(常任代理人 シティバンク,エ
ヌ・エイ東京支店)

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ,UK
(東京都品川区東品川２丁目３番１４号)

1,369 6.39

前澤化成工業株式会社 東京都中央区八重洲２丁目７番２号 1,229 5.73

前澤給装工業株式会社 東京都目黒区鷹番２丁目13番５号 1,198 5.59

財団法人前澤育英財団 東京都中央区八重洲２丁目７番２号 986 4.60

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 721 3.36

前澤工業取引先持株会 東京都中央区八重洲２丁目７番２号 585 2.73

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 543 2.53

前澤工業従業員持株会 東京都中央区八重洲２丁目７番２号 504 2.35

ソシエテ ジェネラル バン
ク アンド トラスト(常任代理
人 香港上海銀行東京支店)

11,AVENUE EMILE REUTER L-2420
LUXEMBOURG 
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

504 2.35

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 482 2.25

計 ― 8,126 37.92

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(％)

ザ・エスエフピー・バリュー・
リアライゼーション・マスタ
ー・ファンド・リミテッド

英領西インド諸島、ケイマン諸島、グラ
ンドケイマン、ジョージ・タウン、サウ
ス・チャーチ・ストリート、ユグラン
ド・ハウス、私書箱309GT

1,355 6.33



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年11月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が333,500株(議決権3,335個)含まれて

おります。 

２ 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式25株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年11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

888,900
―

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

20,525,400
205,254 同上

単元未満株式
普通株式

11,248
― 同上

発行済株式総数 21,425,548 ― ―

総株主の議決権 ― 205,254 ―

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) 
前澤工業株式会社

東京都中央区八重洲２丁目
７番２号

888,900 ― 888,900 4.14

計 ― 888,900 ― 888,900 4.14



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。 

  

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６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高(円) 652 677 980 1,078 975 1,035

最低(円) 587 620 658 907 901 932



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。 

  

(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。 

  

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６月１日から平成16年

11月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成17年６月１日から平成17年11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６月１日から平成16年11月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年６

月１日から平成17年11月30日まで)の中間財務諸表について、監査法人加藤事務所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11月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年11月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年５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 5,223 6,937 12,922

 ２ 受取手形及び売掛金 6,282 6,428 9,018

 ３ 有価証券 1,910 1,811 1,810

 ４ たな卸資産 14,391 12,294 10,193

 ５ 繰延税金資産 1,083 97 6

 ６ 金銭の信託 900 1,400 900

 ７ その他 788 682 354

 ８ 貸倒引当金 △31 △40 △43

   流動資産合計 30,548 65.4 29,611 64.1 35,163 68.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 3,312 3,431 3,532

  (2) 機械装置 
    及び運搬具

1,688 1,524 1,607

  (3) 工具、器具及び 
    備品

646 593 594

  (4) 土地 4,013 3,834 3,834

  (5) 建設仮勘定 110 9,770 20.9 99 9,482 20.5 ― 9,570 18.7

 ２ 無形固定資産 199 0.4 166 0.4 169 0.3

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 5,424 6,115 5,615

  (2) 長期貸付金 113 144 120

  (3) 長期前払費用 132 121 141

  (4) 繰延税金資産 123 131 133

  (5) その他 525 466 482

  (6) 貸倒引当金 △100 6,219 13.3 △67 6,911 15.0 △80 6,414 12.5

   固定資産合計 16,189 34.6 16,560 35.9 16,154 31.5

   資産合計 46,737 100.0 46,171 100.0 51,317 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成16年11月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年11月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年５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 7,175 7,101 14,052

 ２ 短期借入金 1,600 1,600 ―

 ３ 未払金 362 427 671

 ４ 未払法人税等 32 38 112

 ５ 前受金 10,421 9,286 8,394

 ６ その他 1,386 1,044 1,186

   流動負債合計 20,979 44.9 19,498 42.2 24,418 47.6

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 3,063 2,783 2,924

 ２ 役員退職慰労引当金 73 97 91

 ３ 繰延税金負債 605 1,237 818

   固定負債合計 3,742 8.0 4,118 8.9 3,833 7.5

   負債合計 24,721 52.9 23,616 51.1 28,251 55.1

(少数株主持分)

  少数株主持分 ― ― ― ― ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 5,233 11.2 5,233 11.3 5,233 10.2

Ⅱ 資本剰余金 4,794 10.2 4,794 10.4 4,794 9.3

Ⅲ 利益剰余金 11,398 24.4 11,305 24.5 12,430 24.2

Ⅳ その他有価証券
評価差額金

932 2.0 1,696 3.7 1,081 2.1

Ⅴ 自己株式 △343 △0.7 △474 △1.0 △474 △0.9

   資本合計 22,016 47.1 22,555 48.9 23,066 44.9

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

46,737 100.0 46,171 100.0 51,317 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年６月１日
至 平成17年11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６月１日
至 平成17年５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 7,037 100.0 11,456 100.0 37,126 100.0

Ⅱ 売上原価 5,960 84.7 9,311 81.3 30,479 82.1

   売上総利益 1,076 15.3 2,144 18.7 6,647 17.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 3,603 51.2 3,300 28.8 7,290 19.6

   営業損失 2,526 △35.9 1,155 △10.1 643 △1.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 7 3 11

 ２ 受取配当金 45 87 75

 ３ 有価証券売却益 13 35 19

 ４ その他の収益 7 74 1.0 8 135 1.2 14 121 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1 1 7

 ２ 有価証券売却損 ― ― 2

 ３ その他の費用 0 1 0.0 5 6 0.1 0 10 0.0

   経常損失 2,453 △34.9 1,026 △9.0 532 △1.4

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 8 3 ―

 ２ 有価証券売却益 24 ― 64

 ３ 固定資産売却益 ※２ ― 32 0.4 ― 3 0.0 755 820 2.2

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※３ 37 5 100

 ２ 固定資産売却損 ※４ 2 3 2

 ３ 固定資産撤去費用 12 0 105

 ４ ゴルフ会員権評価損 ― ― 1

 ５ 有価証券評価損 ― ― 0

 ６ 貸倒引当金繰入額 ― 0 0

 ７ たな卸資産評価損 194 8 31

 ８ たな卸資産処分損 ― ― 179

 ９ 操業度差異 ※５ 128 376 5.3 66 85 0.7 267 690 1.9

   税金等調整前中間 
   (当期)純損失

2,797 △39.8 1,108 △9.7 △402 △1.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

20 20 123

   法人税等調整額 △665 △644 △9.2 △86 △65 △0.6 511 635 1.7

   中間(当期)純損失 2,152 △30.6 1,042 △9.1 1,038 △2.8



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６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書

(自 平成16年６月１日
至 平成17年５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 4,794 4,794 4,794

Ⅱ 資本剰余金
中間期末(期末)残高

4,794 4,794 4,794

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 13,634 12,430 13,634

Ⅱ 利益剰余金減少高

１ 配当金 83 82 166

２ 中間(当期)純損失 2,152 2,235 1,042 1,125 1,038 1,204

Ⅲ 利益剰余金
中間期末(期末)残高

11,398 11,305 12,430



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６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書 

(自 平成16年６月１日
至 平成17年５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)
純損失

△2,797 △1,108 △402

２ 減価償却費 483 457 1,037

３ 引当金の減少額 △295 △150 △424

４ 受取利息及び受取配当金 △52 △91 △87

５ 支払利息 1 1 7

６ 有価証券評価損 ― ― 0

７ 有価証券売却益 △38 △35 △83

８ 有価証券売却損 2 ― 5

９ ゴルフ会員権評価損 ― ― 1

10 固定資産売却益 ― ― △755

11 固定資産売却損 0 3 0

12 固定資産除却損 37 5 100

13 売上債権の減少額 4,418 2,590 1,715

14 たな卸資産の増加額 △5,032 △2,098 △835

15 仕入債務の増減額 △4,311 △6,818 2,490

16 前受金の増加額 2,924 892 897

17 未払賞与の減少額 △105 △258 △78

18 未払消費税等の減少額 △415 △166 △249

19 その他の流動資産の増減額 △333 △275 40

20 その他の流動負債の増加額 291 15 201

21 その他 17 30 29

小計 △5,205 △7,007 3,612

22 利息及び配当金の受取額 52 91 85

23 利息の支払額 △5 △5 △7

24 法人税等の支払額 △98 △81 △140

営業活動による 
キャッシュ・フロー

△5,257 △7,002 3,550

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 205 ― 305

２ 有形固定資産
の取得による支出

△617 △315 △1,152

３ 有形固定資産
の売却による収入

0 0 1,067

４ 有形固定資産 
    の売却に伴う支出

― △133 ―

５ 無形固定資産
の取得による支出

△32 △26 △34

６ 投資有価証券
の取得による支出

△0 △201 △0

７ 投資有価証券の売却
による収入

164 768 267

８ 貸付けによる支出 △40 △80 △57

９ 貸付金の回収による収入 10 6 60

10 その他 △15 △18 △65

投資活動による 
キャッシュ・フロー

△325 △0 389



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５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 短期借入れによる収入 1,600 1,600 3,100

２ 短期借入金の
返済による支出

― ― △3,100

３ 自己株式の取得・
売却による収支

△0 △0 △130

４ 配当金の支払額 △83 △81 △164

財務活動による 
キャッシュ・フロー

1,516 1,518 △294

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増減額

△4,067 △5,484 3,644

Ⅴ 現金及び現金同等物
の期首残高

11,924 15,569 11,924

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

7,857 10,084 15,569



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

(1) 連結子会社の数 １社

連結子会社の名称

  ㈱前澤エンジニアリン

グサービス

(2) 非連結子会社名

  ㈱ウォーテック北海道

 連結の範囲から除いた理

由

  非連結子会社㈱ウォー

テック北海道は小規模会

社であり、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。

(1) 連結子会社の数

連結子会社の名称

同左

(2) 非連結子会社名

同左

 連結の範囲から除いた理

由
同左

(1) 連結子会社の数

連結子会社の名称

同左

(2) 非連結子会社名

同左

 連結の範囲から除いた理

由

  非連結子会社㈱ウォー

テック北海道は小規模会

社であり、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) 持分法を適用した非連

結子会社数

  該当会社はありませ

ん。

(2) 持分法を適用した関連

会社数

  該当会社はありませ

ん。

(3) 持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社等

の名称

  ㈱ウォーテック北海道

 持分法を適用しない理由

  持分法非適用会社は、

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、かつ重要性がな

いため、持分法の適用か

ら除外しております。

(1) 持分法を適用した非連

結子会社数

同左

(2) 持分法を適用した関連

会社数

同左

(3) 持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社等

の名称

同左

 持分法を適用しない理由
同左

(1) 持分法を適用した非連

結子会社数

同左

(2) 持分法を適用した関連

会社数

同左

(3) 持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社等

の名称

同左

 持分法を適用しない理由

  持分法非適用会社は、

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

連結子会社の中間決算日と

中間連結決算日は一致して

おります。

同左 連結子会社の事業年度末日

と連結決算日は一致してお

ります。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

(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

…中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法(評価差額は

全部資本直入法に

より処理し、売却

原価は移動平均法

により算定)によ

っております。

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

① 有価証券

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)によって

おります。

時価のないもの

…移動平均法による

原価法によってお

ります。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

② たな卸資産

主に、先入先出法に

よる原価法によって

おります。

② たな卸資産

同左

② たな卸資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却方法

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却方法

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却方法

① 有形固定資産

定率法及び定額法に

よっております。

建物……定率法及び

定額法

その他…定率法

(平成10年４月１日

以降取得した建物

(建物付属設備を除

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

３～50年

機械装置及び運搬具

２～17年

① 有形固定資産

同左

① 有形固定資産

同左

② 無形固定資産

定額法によっており

ます。

なお、ソフトウェア

(自社利用分)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。

② 無形固定資産

同左

② 無形固定資産

同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

(3) 重要な引当金の計上基

準

(3) 重要な引当金の計上基

準

(3) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる

損失に備えるため、

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、回収不能見積

額を計上しておりま

す。

① 貸倒引当金

同左

① 貸倒引当金

同左

② 退職給付引当金

従業員の退職給付に

備えるため、当連結

会計年度末における

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づき、当中間連結会

計期間末において発

生していると認めら

れる額を計上してお

ります。

数理計算上の差異に

ついては、発生年度

末に全額損益処理し

ております。

② 退職給付引当金

同左

② 退職給付引当金

従業員の退職給付に

備えるため、当連結

会計年度末における

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づき計上しておりま

す。

数理計算上の差異に

ついては、発生年度

に全額損益処理して

おります。

③ 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支

給に備えるため、内

規に基づく中間期末

要支給額を計上して

おります。

③ 役員退職慰労引当金

同左

③ 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支

給に備えるため、内

規に基づく期末要支

給額を計上しており

ます。

(4) 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。

(4) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(4) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(5) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

(5) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

(5) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

税抜方式によっており

ます。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

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

 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、価値の

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 同左



追加情報 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５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

11百万円増加し、営業損失、経常損

失及び税金等調整前中間純損失が、

11百万円増加しております。

―――――― 「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

42百万円増加し、営業損失、経常損

失及び税金等調整前当期純損失が、

42百万円増加しております。



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11月30日)

当中間連結会計期間末
(平成17年11月30日)

前連結会計年度末 
(平成17年５月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

12,830百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

13,172百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

12,963百万円



(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６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの

 

運賃梱包費 211百万円

貸倒損失及び 
貸倒引当金 
繰入額

24百万円

従業員 
給与手当

1,216百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額

21百万円

退職給付費用 105百万円

福利厚生費 217百万円

旅費交通費 215百万円

減価償却費 69百万円

賃借料 193百万円

研究開発費 380百万円
 

運賃梱包費 199百万円

貸倒損失及び
貸倒引当金 
繰入額

6百万円

従業員 
給与手当

1,052百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

24百万円

退職給付費用 98百万円

福利厚生費 198百万円

旅費交通費 201百万円

減価償却費 68百万円

賃借料 196百万円

研究開発費 358百万円

 

運賃梱包費 437百万円

貸倒損失及び 
貸倒引当金 
繰入額

52百万円

従業員
給与手当

2,433百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額

39百万円

退職給付費用 204百万円

福利厚生費 451百万円

旅費交通費 419百万円

減価償却費 147百万円

研究開発費 804百万円

なお、販売費及び一般管理費

には、グリッドコア関係費用

が134百万円含まれておりま

す。

――――――      ―――――― ※２ 固定資産売却益の内訳

土地 755百万円

 

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 5百万円

機械装置及び 
運搬具

5百万円

工具、器具及び 
備品

26百万円

長期前払費用 0百万円

合計 37百万円

 

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び
運搬具

0百万円

工具、器具及び
備品

3百万円

長期前払費用 0百万円

その他 0百万円

合計 5百万円
 

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 57百万円
機械装置及び 
運搬具

11百万円

工具、器具及び 
備品

29百万円

長期前払費用 1百万円

合計 100百万円

 

※４ 固定資産売却損の内訳

投資有価証券 2百万円

その他
(ゴルフ会員権等) 0百万円

合計 2百万円

 

※４ 固定資産売却損の内訳

機械装置及び
運搬具

3百万円

その他
(ゴルフ会員権等) 0百万円

合計 3百万円

※４ 固定資産売却損の内訳

機械装置及び 
運搬具

0百万円

工具、器具及び
備品

0百万円

その他 2百万円

合計 2百万円

※５ 操業度差異

新規事業の生産が低水準にあ

り、低操業の状態が継続して

いるために発生した非原価性

の原価差額であります。

※５     同左 ※５     同左

※６ 当社グループの売上高及び営

業費用は、通常の営業形態と

して、上半期に比べ下半期に

完成・納入する工事・製品の

割合が大きいため、連結会計

年度の上半期の売上高及び営

業費用と下半期の売上高及び

営業費用の間に著しい相違が

あり、上半期と下半期の業績

に季節的変動があります。

※６     同左 ――――――



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５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16年11月30日現在) (平成17年11月30日現在) (平成17年５月31日現在)

現金及び預金勘定 5,223百万円

有価証券勘定 1,910百万円

金銭の信託 900百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△76百万円

運用期間が３ヶ月
を超える債券等

△99百万円

現金及び預金勘定 6,937百万円

有価証券勘定 1,811百万円

金銭の信託 1,400百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△63百万円

 

現金及び預金勘定 12,922百万円

有価証券勘定 1,810百万円

金銭の信託 900百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△63百万円

現金及び
現金同等物

7,857百万円 現金及び
現金同等物

10,084百万円 現金及び
現金同等物

15,569百万円

前中間連結会計期間
(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

―――――― オペレーティング・リース取引に係

る注記

未経過リース料

１年以内 28百万円

１年超 31百万円

合計 60百万円

オペレーティング・リース取引に係

る注記

未経過リース料

１年以内 25百万円

１年超 35百万円

合計 60百万円



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

種別

前中間連結会計期間末(平成16年11月30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)

(1) 株式 2,431 3,996 1,565

(2) 債券

① 国債 300 302 2

(3) その他 14 11 △3

合計 2,745 4,309 1,564

種別
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1) その他有価証券

① 非上場株式
(店頭売買株式を除く)

1,214

② 公社債投信、
マネー・マネジメント・ファンド

1,810

合計 3,025



(当中間連結会計期間) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

種別

当中間連結会計期間末(平成17年11月30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)

(1) 株式 2,154 4,997 2,843

(2) 債券

① 国債 401 403 2

合計 2,555 5,401 2,845

種別
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1) その他有価証券

① 非上場株式 713

② 公社債投信、
マネー・マネジメント・ファンド

1,811

合計 2,524



(前連結会計年度) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

 
  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成16年６月１日 至 平成16年11月30日)、当中間連結会計期間(自

平成17年６月１日 至 平成17年11月30日)及び前連結会計年度(自 平成16年６月１日 至 平成17

年５月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので該当事項はありません。 

  

種別

前連結会計年度末(平成17年５月31日)

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)

(1) 株式 2,386 4,198 1,812

(2) 債券

① 国債 200 202 2

合計 2,586 4,401 1,814

種別
連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1) その他有価証券

① 非上場株式 1,214

② 公社債投信、
マネー・マネジメント・ファンド

1,810

合計 3,025



(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６月１日 至 平成16年11月30日)、当中間連結会計期間(自 平

成17年６月１日 至 平成17年11月30日)及び前連結会計年度(自 平成16年６月１日 至 平成17年５

月31日) 

当社及び連結子会社の事業は「水道用・環境衛生用機器事業」並びにこれらに付帯する業務の単一事

業であります。従って、開示対象となるセグメントがありませんので、記載を省略しております。 

  

【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６月１日 至 平成16年11月30日)、当中間連結会計期間(自 平

成17年６月１日 至 平成17年11月30日)及び前連結会計年度(自 平成16年６月１日 至 平成17年５

月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がありませんので、該当事項はありませ

ん。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年６月１日 至 平成16年11月30日)、当中間連結会計期間(自 平

成17年６月１日 至 平成17年11月30日)及び前連結会計年度(自 平成16年６月１日 至 平成17年５

月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純損失の算定上の基礎 

  

 
  

(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６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

１株当たり純資産額 1,060.91円 １株当たり純資産額 1,098.31円 １株当たり純資産額 1,123.15円

１株当たり 
中間純損失金額

103.73円
１株当たり 
中間純損失金額

50.78円
１株当たり
当期純損失金額

50.17円

 なお、潜在株式調整後1株当たり

中間純利益金額については、1株当

たり中間純損失であり、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

同左  なお、潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額については、1株当

たり当期純損失であり、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６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

中間(当期)純損失 

(百万円)
2,152 1,042 1,038

普通株主に帰属しない金額 

(百万円)
― ― ―

普通株式に係る中間 

(当期)純損失(百万円)
2,152 1,042 1,038

普通株式の期中平均株式数 

(千株)
20,752 20,536 20,694



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11月30日)

当中間会計期間末

(平成17年11月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年５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 4,806 6,617 11,995

 ２ 受取手形 2,797 2,469 3,593

 ３ 売掛金 3,420 3,886 5,358

 ４ 有価証券 1,906 1,807 1,807

 ５ たな卸資産 14,154 11,984 10,121

 ６ 繰延税金資産 953 ― ―

 ７ 金銭の信託 900 1,400 900

 ８ その他 993 675 347

 ９ 貸倒引当金 △31 △40 △43

   流動資産合計 29,901 65.0 28,800 63.6 34,079 67.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 2,819 2,955 3,033

  (2) 機械及び装置 1,661 1,504 1,586

  (3) 土地 4,013 3,834 3,834

  (4) その他 1,265 9,759 21.2 1,176 9,470 20.9 1,107 9,561 19.1

 ２ 無形固定資産 198 0.4 165 0.4 169 0.3

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 5,424 6,115 5,615

  (2) その他 844 804 817

  (3) 貸倒引当金 △100 6,168 13.4 △67 6,852 15.1 △80 6,352 12.7

   固定資産合計 16,127 35.0 16,488 36.4 16,083 32.1

   資産合計 46,029 100.0 45,288 100.0 50,163 100.0



 

前中間会計期間末

(平成16年11月30日)

当中間会計期間末

(平成17年11月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年５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 3,189 3,054 8,380

 ２ 買掛金 3,959 3,922 5,460

 ３ 短期借入金 1,600 1,600 ―

 ４ 未払法人税等 30 36 59

 ５ 前受金 10,346 9,219 8,387

 ６ その他 1,694 1,421 1,776

   流動負債合計 20,821 45.2 19,255 42.5 24,063 48.0

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 2,781 2,478 2,620

 ２ 役員退職慰労引当金 62 87 76

 ３ 繰延税金負債 605 1,237 818

   固定負債合計 3,449 7.5 3,803 8.4 3,515 7.0

   負債合計 24,271 52.7 23,058 50.9 27,579 55.0

(資本の部)

Ⅰ 資本金 5,233 11.4 5,233 11.6 5,233 10.4

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 4,794 4,794 4,794

   資本剰余金合計 4,794 10.4 4,794 10.6 4,794 9.6

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 561 561 561

 ２ 任意積立金 10,976 10,971 10,976

 ３ 当期未処分利益 
   又は中間未処理 
   損失(△)

△397 △552 410

   利益剰余金合計 11,141 24.2 10,979 24.2 11,948 23.8

Ⅳ その他有価証券
評価差額金

932 2.0 1,696 3.7 1,081 2.1

Ⅴ 自己株式 △343 △0.7 △474 △1.0 △474 △0.9

   資本合計 21,758 47.3 22,229 49.1 22,584 45.0

   負債資本合計 46,029 100.0 45,288 100.0 50,163 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成16年６月１日
至 平成17年５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 6,621 100.0 11,094 100.0 35,128 100.0

Ⅱ 売上原価 5,423 81.9 8,890 80.1 28,933 82.4

   売上総利益 1,198 18.1 2,204 19.9 6,195 17.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,441 52.0 3,146 28.4 6,949 19.8

   営業損失 2,243 △33.9 941 △8.5 754 △2.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 110 1.7 164 1.5 158 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２ 1 0.0 6 0.0 10 0.0

   経常損失 2,134 △32.2 783 △7.0 606 △1.7

Ⅵ 特別利益 ※３ 32 0.5 3 0.0 820 2.3

Ⅶ 特別損失 ※４ 376 5.7 84 0.8 690 2.0

   税引前中間(当期) 
   純損失

2,478 △37.4 864 △7.8 476 △1.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

19 19 66

   法人税等調整額 △549 △529 △8.0 2 21 0.2 515 581 1.6

   中間(当期)純損失 1,948 △29.4 886 △8.0 1,058 △3.0

   前期繰越利益 1,551 333 1,551

   中間配当額 ― ― 83

   当期未処分利益 
   又は中間未処理 
   損失(△)

△397 △552 410



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前事業年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

１ 資産の評価基準及
び評価方法

(1) 有価証券
子会社株式
 
…移動平均法による
原価法によっており
ます。

(1) 有価証券
子会社株式及び関連会
社株式

同左

(1) 有価証券
子会社株式及び関連会
社株式

同左

その他有価証券
時価のあるもの
…中間決算日の市場価
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)
によっております。

その他有価証券
時価のあるもの

同左

その他有価証券
時価のあるもの
…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)によ
っております。

時価のないもの
…移動平均法による原
価法によっておりま
す。

時価のないもの
同左

時価のないもの
同左

(2) たな卸資産
主に、先入先出法によ
る原価法によっており
ます。

(2) たな卸資産
同左

(2) たな卸資産
同左

２ 固定資産の減価償
却の方法

(1) 有形固定資産
定率法及び定額法によ
っております。
建物……定率法及び定

額法
その他…定率法
(平成10年４月１日以
降取得した建物(建物
付属設備を除く)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

３～50年
機械及び装置

２～17年

(1) 有形固定資産
同左

(1) 有形固定資産
同左

(2) 無形固定資産及び長期
前払費用
定額法によっておりま
す。
なお、ソフトウェア
(自社利用分)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。

(2) 無形固定資産及び長期
前払費用

同左

(2) 無形固定資産及び長期
前払費用

同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損
失に備えるため、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
見積額を計上しており
ます。

(1) 貸倒引当金
同左

(1) 貸倒引当金
同左



 
  

前中間会計期間
(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前事業年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当期末にお

ける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間

末において発生してい

ると認められる額を計

上しております。

数理計算上の差異につ

いては、発生年度末に

全額損益処理しており

ます。

(2) 退職給付引当金

同左

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当期末にお

ける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基

づき、計上しておりま

す。

数理計算上の差異につ

いては、発生年度に全

額損益処理しておりま

す。

(3) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給

に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給

額を計上しておりま

す。

(3) 役員退職慰労引当金

同左

(3) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給

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 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 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

消費税等の会計処理

税抜方式によっておりま

す。

なお、「仮払消費税等」及

び「仮受消費税等」は相殺

のうえ流動資産の「その

他」に含めて表示しており

ます。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

税抜方式によっておりま

す。



追加情報 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前事業年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５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

11百万円増加し、営業損失、経常損

失及び税引前中間純損失が、11百万

円増加しております。

――――― 「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

42百万円増加し、営業損失、経常損

失及び税引前当期純損失が、42百万

円増加しております。



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11月30日)

当中間会計期間末
(平成17年11月30日)

前事業年度末 
(平成17年５月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

12,797百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

13,145百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

12,928百万円



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

  

  

前中間会計期間
(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前事業年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 7百万円

受取配当金 82百万円

有価証券売却益 13百万円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 3百万円

受取配当金 116百万円

有価証券売却益 35百万円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 13百万円

受取配当金 112百万円

有価証券売却益 19百万円

 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 1百万円
 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 1百万円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 7百万円

有価証券売却損 2百万円

 

※３ 特別利益の主要項目

有価証券売却益 24百万円

貸倒引当金 

戻入益
8百万円

※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金 

戻入益
3百万円

 

※３ 特別利益の主要項目

有価証券売却益 64百万円

固定資産 

売却益
755百万円

 

※４ 特別損失の主要項目

たな卸資産 

評価損
194百万円

操業度差異 128百万円

(操業度差異)

新規事業の生産が低水準にあ

り、低操業の状態が継続して

いるために発生した非原価性

の原価差額であります。

 

※４ 特別損失の主要項目

たな卸資産 

評価損
8百万円

操業度差異 66百万円

(操業度差異)

同左

 

※４ 特別損失の主要項目

固定資産 

撤去費用
105百万円

たな卸資産 

処分損
179百万円

操業度差異 267百万円

(操業度差異)

同左

※５ 当社が営む「水道用・環境衛

生用機器事業」における売上

高は、上半期に比べ下半期に

完成・納入する工事・製品の

割合が大きいため、事業年度

の上半期の売上高及び営業費

用と下半期の売上高及び営業

費用の間に著しい相違があ

り、上半期と下半期の業績に

季節的変動があります。

※５     同左 ―――――

※６ 減価償却実施額

有形固定資産 418百万円

無形固定資産 32百万円

※６ 減価償却実施額

有形固定資産 388百万円

無形固定資産 31百万円

※６ 減価償却実施額

有形固定資産 903百万円

無形固定資産 64百万円



(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年11月30日)、当中間会計期間末(平成17年11月30日)及び前事業年度末

(平成17年５月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、注記事項の記載を省略しております。 

  

前中間会計期間
(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

前事業年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

――――― オペレーティング・リース取引に係

る注記

未経過リース料

１年以内 28百万円

１年超 31百万円

合計 60百万円

オペレーティング・リース取引に係

る注記

未経過リース料

１年以内 25百万円

１年超 35百万円

合計 60百万円



(2) 【その他】 

平成18年１月20日開催の取締役会において、第60期の中間配当を行うことを決議いたしました。 

 
  

中間配当金総額 82百万円

１株当たりの額 4円00銭



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
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度
(第59期)

自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日

平成17年８月30日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成17年２月10日

前澤工業株式会社 

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

ている前澤工業株式会社の平成16年６月１日から平成17年５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６月１日から平成16年11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、前澤工業株式会社及び連結子会社の平成16年11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６月１日から平成16年11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 

  

 

監査法人 加藤事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  江  部  安  弘  ㊞

業務執行社員 公認会計士  升  岡     昇  ㊞

※ 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18年２月10日

前澤工業株式会社 

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

ている前澤工業株式会社の平成17年６月１日から平成18年５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６月１日から平成17年11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、前澤工業株式会社及び連結子会社の平成17年11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６月１日から平成17年11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 

  

 

監査法人 加藤事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  江  部  安  弘  ㊞

業務執行社員 公認会計士  升  岡     昇  ㊞

※ 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２月10日

前澤工業株式会社 

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

ている前澤工業株式会社の平成16年６月１日から平成17年５月31日までの第59期事業年度の中間会計期間

(平成16年６月１日から平成16年11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、前澤工業株式会社の平成16年11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６月１日から平成16年11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 

  

 

監査法人 加藤事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  江  部  安  弘  ㊞

業務執行社員 公認会計士  升  岡     昇  ㊞

※ 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18年２月10日

前澤工業株式会社 

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

ている前澤工業株式会社の平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第60期事業年度の中間会計期間

(平成17年６月１日から平成17年11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、前澤工業株式会社の平成17年11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６月１日から平成17年11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 

  

 

監査法人 加藤事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  江  部  安  弘  ㊞

業務執行社員 公認会計士  升  岡     昇  ㊞

※ 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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