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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．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額は、潜在株式がないため記載しておりません。 

３．第60期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

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18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（百万円） 5,526 5,687 6,826 10,964 11,918 

経常利益（百万円） 1,180 1,087 1,394 2,350 2,598 

中間（当期）純利益 

（百万円） 
620 699 842 1,537 1,596 

純資産額（百万円） 2,953 4,166 5,224 3,880 4,876 

総資産額（百万円） 9,283 10,256 11,261 10,162 10,967 

１株当たり純資産額（円） 214.68 307.43 391.96 279.00 357.88 

１株当たり中間（当期）純利

益（円） 
44.81 51.17 62.80 108.28 112.85 

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（％） 31.8 40.6 46.4 38.2 44.5 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
326 528 225 1,273 1,468 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△249 △39 △263 △485 △93 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
448 △575 △599 256 △963 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高 

（百万円） 

2,285 2,715 2,578 2,800 3,212 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数] 

（人） 

364 

[106] 

372 

[136] 

374 

[144] 

368 

[137] 

401 

[132] 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）売上高には消費税等は含まれておりません。 

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18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（百万円） 4,985 4,763 6,024 9,793 10,222 

経常利益（百万円） 964 894 1,175 1,916 2,184 

中間（当期）純利益 

（百万円） 
566 611 720 1,424 1,398 

資本金（百万円） 1,564 1,564 1,564 1,564 1,564 

発行済株式総数（千株） 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

純資産額（百万円） 3,166 4,230 5,052 4,033 4,827 

総資産額（百万円） 8,742 9,571 10,391 9,593 10,175 

１株当たり配当額（円） － － － 10.00 15.00 

自己資本比率（％） 36.2 44.2 48.6 42.0 47.4 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数] 

（人） 

236 

[82] 

226 

[96] 

226 

[93] 

233 

[94] 

228 

[96] 



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（当社及び関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあり

ません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外書で記載しており

ます。 

(2)提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外書で記載しておりま

す。 

(3)労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  平成18年９月30日現在

事業部門の名称 従業員数（人） 

継手・バルブ製造部門  249(106)  

配管工事部門  52(32)  

販売・管理部門  73(6)  

合計   374(144) 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 226(93)  



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日本経済は、中国や米国をはじめとする旺盛な海外需要を背景とした輸出の増加の

他、企業収益の改善に伴う民間設備投資の増加や雇用余剰感の解消、個人消費の底堅い動きなどに支えられ総じて堅

調に推移しました。しかしながら、原油価格をはじめとした各種素材価格の上昇など大きな懸念材料を抱えることに

なりました。 

 当業界におきましては、工作機械・設備関連及び半導体・液晶製造装置関連市場も堅調に推移しました。 

 このような情勢下にあって当社グループは、全社員が「常にお客様の視点に立って考え、その期待に限りなくお応

えするをモットーに、ムダ最小の考えでそれを実現していく」ことに挑戦してまいりました。 

 販売部門においては、お客様の売上増や利益増に貢献すべく、積極的な提案活動へ体質変換をはかるとともに、流

体・用途にあわせた最適な配管システムをお客様と共同で開発するといった取り組みを進めてまいりました。 

 生産部門では、少量・多品種・短納期の単品生産に加え、配管モジュール化・システム化・工事の設計・製作・据

付・施工等複合化を推進し、「必要なものを、必要な時に、必要なだけ」の生産・供給体制をとり、多様化するお客

様のニーズにお応えするよう努めてまいりました。 

 このような施策を推進した結果、当中間連結会計期間の連結売上高は68億26百万円（前年同期比20.0％増）、営業

利益は14億５百万円（前年同期比29.2％増）、経常利益は13億94百万円（前年同期比28.2％増）、中間純利益は８億

42百万円（前年同期比20.4％増）となりました。 

(2)キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローで２億25百万円のプラ

ス、投資活動によるキャッシュ・フローで２億63百万円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローで５億99百

万円のマイナスとなりました。この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より６億34百万円減少し、25億78

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） 

 当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は２億25百万円であり、前中間連結会計期間に比べ３億

２百万円減少しました。税金等調整前中間純利益金額が14億１百万円と前中間連結会計期間に比べ２億48百万円増

加（前年同期比21.6％増）したものの、売上債権増加額が３億31百万円多く、棚卸資産増減額も１億44百万円円増

加したことなどによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は２億63百万円（前中間連結会計期間は39百万円の減

少）となりました。この主な要因は有形固定資産の取得による支出２億50百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は５億99百万円（前中間連結会計期間は５億75百万円の

減少）となりました。この主な要因は、配当金の支払額が64百万円増加したことによるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産の状況 

区分別生産実績 

 （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。 

(2）受注の状況 

区分別受注実績 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売の状況 

区分別販売実績 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

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

区分 金額（百万円） 前年同期比（％） 

継手 4,448 129.3 

バルブ 821 119.2 

配管工事 1,257 111.8 

合計 6,527 124.2 

区分 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％) 

継手 4,319 125.7 516 148.9 

バルブ 791 112.4 122 122.2 

商品 473 91.0 4 101.8 

配管工事 1,184 131.0 126 88.8 

合計 6,768 121.6 770 129.6 

区分 金額（百万円） 前年同期比（％） 

継手 4,282 126.5 

バルブ 813 117.0 

商品 475 89.4 

配管工事 1,255 116.8 

合計 6,826 120.0 



５【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動は、お客様との共同開発をベースに「流体を運ぶ」配管にこだわり、流体別用途別に

最適な配管システムと、そこに使われる機材の開発に注力しております。当中間連結会計期間におきましては、各事

業所に置かれた開発チームが、お客様との密接な係わりの中でスピーディな開発を進めております。 

岐阜事業所におきましては、省資源、省エネルギーに対応して、配管抵抗を約70％に減らしたくい込み継手、ホー

ス継手を開発し市場投入しました。また、大口径くい込み継手の配管作業時の締付けトルクを約80％に減らした、チ

ューブ成形型ソフトシール継手を市場投入しました。 

静岡事業所におきましては、半導体ガス供給系継手の改良に着手し、施行時に共回りがなく、パーティクルの浸入

を防ぎ、小さいトルクで締め付けが可能な３点クランプＶＴＦ継手を開発中で、来年度市場投入の予定です。また、

従来の液晶用ブロックバルブは１箇所故障するとすべてが使用できなくなる問題がありましたが、１台ごとに客先で

交換ができるメンテナンス性に優れた集積化バルブを開発しました。さらにお客様との共同開発で、操作圧力に対し

て非常に制御幅も大きくヒステリシスのない大流量制御弁を開発中で、来年４月頃から量産化を見込んでおります。

山形事業所におきましては、主として半導体製造装置の冷却配管系を中心に、最適な配管システムをお客様と共同

開発しております。その結果、継手の体形ボールバルブや継手の体形機器等が市場導入され、複数の配管系をひとつ

の継手で接続できるマルチジョイントも開発されました。いま、EP-FIT継手とこれに付属するカスタム品で、冷却配

管系の市場が拡大しております。 

当社グループの考えに賛同され、配管を診断して欲しい、共同で研究をしたいというお客様も増えておりますが、

さらに真にお客様に必要とされるメーカー、なくてはならないメーカーを目指し研究開発活動に取組んでまいりま

す。 

 なお、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は66百万円となっております。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、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】 

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

 （注） 上記金額には、消費税等を含んでおりません。 

会社名 
事業所名 

所在地 設備の内容 

投資予定金額 
資金調
達方法 

着手及び完了予定年月 
完了後の
増加能力 総額 

（百万円）
既支払額 
（百万円）

着手 完了 

提出会社  

岐阜事業所  

岐阜県

中津川

市  

冷間鍛造

機  
300 － 

自己資

金  
平成18年11月 平成19年７月  6％増加  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 56,000,000 

計 56,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月14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 14,000,000  同左 ジャスダック証券取引所 － 

計 14,000,000  同左  － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

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18年４月１日～

平成18年９月30日  

  

－ 14,000 － 1,564 － 618 



(4）【大株主の状況】 

 （注） 上記のほか、自己株式が676千株あります。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「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14千株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数14個が含まれております。 

  平成18年９月30日現在

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（％） 

ユニ・チャーム株式会社 東京都港区高輪３丁目25-23 1,300 9.29 

株式会社高原興産 東京都港区高輪３丁目25-27-1301 1,230 8.79 

バンクオブニューヨークジ

ーシーエムクライアントア

カウンツイーアイエスジー 

（常任代理人株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行） 

イギリス国ロンドン市フリートストリート

133 

（東京都千代田区丸の内２丁目7-1） 

1,155 8.25 

株式会社アクエイト 愛媛県四国中央市川之江町289 533 3.81 

イハラサイエンス取引先持

株会 
東京都品川区大井４丁目13-17 497 3.55 

ジェーピーエムシービーオ

ムニバスユーエスペンショ

ントリーティージャスデッ

ク３８００５２ 

（常任代理人株式会社みず

ほコーポレート銀行） 

米国ニューヨーク市パーク通り270 

（東京都中央区日本橋兜町6-7） 

414 2.96 

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8-11 364 2.60 

中西商事株式会社 兵庫県神戸市兵庫区西宮内町2-36 253 1.81 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目1-2 230 1.64 

中野琢雄 千葉県八千代市 203 1.45 

計 － 6,179 44.15 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 676,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,259,000 13,259 － 

単元未満株式 普通株式 65,000 － 
１単元（1,000株）未満

の株式 

発行済株式総数 14,000,000 － － 

総株主の議決権 － 13,259 － 



②【自己株式等】 

（注）上記の他、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が１千株（議決権の数１個）

あります。 

なお、当該株式数は①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。 

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、ジャスダック証券取引所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の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

 役職の異動 

  平成18年９月30日現在

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 

（％） 

イハラサイエンス㈱ 
東京都品川区大井４

丁目13-17 
676,000 － 676,000 4.83 

計 － 676,000 － 676,000 4.83 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,855 1,810 1,776 1,831 1,830 1,810 

最低（円） 1,700 1,700 1,580 1,690 1,712 1,653 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役執行役員 
山形イハラ㈱代

表取締役社長 
取締役執行役員 経営統轄室長 宮川  弘 平成18年12月11日

取締役 経営統轄室長 取締役 －  山田 隆紀 平成18年12月11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。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後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。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後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17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18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17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結貸借対
照表 

（平成18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    2,715   2,578   3,212  

２．受取手形及び売掛
金 

 ※４  2,487   3,291   2,765  

３．たな卸資産   1,262   1,415   1,315  

４．その他   383   402   248  

貸倒引当金   △24   △7   △15  

流動資産合計   6,824 66.5  7,679 68.2  7,525 68.6 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1)建物及び構築
物 

  1,052   1,199   1,136   

(2)機械装置及び
運搬具 

※２ 469   699   626   

(3)土地   485   485   485   

(4)その他  55 2,062  117 2,501  93 2,341  

２．無形固定資産   76   111   108  

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  88   105   112   

(2)長期貸付金  8   9   10   

(3)生命保険積立
金 

  371   15   18   

(4)繰延税金資産  722   734   743   

(5)その他  103 1,294  103 968  106 992  

固定資産合計   3,432 33.5  3,581 31.8  3,442 31.4 

資産合計   10,256 100.0  11,261 100.0  10,967 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結貸借対
照表 

（平成18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 

※２  550   632   533  

２．1年内償還予定の
社債 

   350   350   350  

３．短期借入金    14   22   18  

４．未払法人税等   628   712   710  

５．未払賞与   301   －   －  

６．賞与引当金   －   324   －  

７．その他   240   393   655  

流動負債合計   2,085 20.3  2,436 21.6  2,267 20.7 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   1,750   1,400   1,575  

２．長期借入金    142   123   129  

３．退職給付引当金   1,876   1,840   1,879  

４．役員退職引当金   82   94   92  

５．その他 ※２  151   141   147  

固定負債合計   4,003 39.1  3,600 32.0  3,822 34.8 

負債合計   6,089 59.4  6,036 53.6  6,089 55.5 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分    1 0.0  － －  2 0.0

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,564 15.2  － －  1,564 14.3 

Ⅱ 資本剰余金   618 6.0  － －  618 5.6 

Ⅲ 利益剰余金   2,365 23.1  － －  3,263 29.8 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   18 0.2  － －  33 0.3 

Ⅴ 為替換算調整勘定   0 0.0  － －  0 0.0 

Ⅵ 自己株式   △400 △3.9  － －  △603 △5.5 

資本合計   4,166 40.6  － －  4,876 44.5 

負債、少数株主
持分及び資本合
計 

  10,256 100.0  － －  10,967 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結貸借対
照表 

（平成18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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本                  

１．資本金    － －  1,564 13.9  － － 

２．資本剰余金    － －  618 5.5  － － 

３．利益剰余金    － －  3,840 34.1  － － 

４．自己株式    － －  △827 △7.4  － － 

株主資本合計    － －  5,195 46.1  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１．その他有価証券評
価差額金 

   － －  26 0.3  － － 

２．為替換算調整勘定    － －  0 0.0  － － 

評価・換算差額等合
計 

   － －  26 0.3  － － 

Ⅲ 少数株主持分    － －  2 0.0  － － 

純資産合計    － －  5,224 46.4  － － 

負債純資産合計    － －  11,261 100.0  － － 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18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   5,687 100.0  6,826 100.0  11,918 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,672 64.6  4,410 64.6  7,502 62.9 

売上総利益   2,015 35.4  2,416 35.4  4,416 37.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  927 16.3  1,011 14.8  1,799 15.1 

営業利益   1,087 19.1  1,405 20.6  2,616 22.0 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息及び配当
金  1   0   2   

２．為替差益  7   5   17   

３．仕入割引  5   11   13   

４．業務受託収益  －   9   30   

５．持分法による投資
利益  5   2   2   

６．その他  20 40 0.7 4 34 0.5 6 72 0.6 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  12   9   20   

２．売上債権売却損  5   8   13   

３．支払手数料  1   －   1   

４．売上割引  19   22   40   

５．その他  3 40 0.7 4 45 0.7 14 90 0.8 

経常利益   1,087 19.1  1,394 20.4  2,598 21.8 

Ⅵ 特別利益           

１．貸倒引当金戻入益   19   8   30   

２．土地売却益  48 67 1.2 － 8 0.1 48 78 0.7 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産処分損 ※２ －   1   5   

２．生命保険解約損  －   －   23   

３．その他  2 2 0.0 － 1 0.0 2 30 0.3 

税金等調整前中間
(当期)純利益   1,152 20.3  1,401 20.5  2,646 22.2 

法人税、住民税及
び事業税  607   696   1,108   

法人税等調整額  △154 452 8.0 △138 558 8.2 △60 1,047 8.8 

少数株主利益   1 0.0  0 0.0  1 0.0 

中間(当期)純利益   699 12.3  842 12.3  1,596 13.4 

           



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の連結剰余金計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号

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   618  618

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  618  618 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,846  1,846

Ⅱ 利益剰余金増加高      

中間（当期）純利益  699 699 1,596 1,596 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

配当金  137  137  

役員賞与  42 179 42 179 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  2,365  3,263 

      



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
1,564 618 3,263 △603 4,842 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △201   △201 

役員賞与（注）     △63   △63 

中間純利益     842   842 

自己株式の取得       △224 △224 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 

  

          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 577 △224 353 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
1,564 618 3,840 △827 5,195 

 

評価・換算差額等 

少数株主持
分 

純資産合計その他有価
証券評価差
額金 

為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
33 0 34 2 4,878 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）         △201 

役員賞与（注）         △63 

中間純利益         842 

自己株式の取得         △224 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 

  

△7 △0 △7 0 △6 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△7 △0 △7 0 346 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
26 0 26 2 5,224 



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

    

税金等調整前中間
(当期)純利益 

 1,152 1,401 2,646 

減価償却費  95 129 203 

退職給付引当金の増
減額（△は減少額） 

 8 △38 11 

役員退職引当金の増
減額（△は減少額） 

 10 2 19 

賞与引当金の増加額  － 324 － 

貸倒引当金の増減額
(△は減少額) 

 △41 △8 △49 

受取利息及び受取配
当金 

 △1 △0 △2 

支払利息  12 9 20 

為替差損益（△は為
替差益） 

 △1 △2 △0 

土地売却益  △48 － △48 

生命保険積立金の解
約損 

 － － 23 

売上債権の増減額
（△は増加額） 

 △194 △525 △472 

たな卸資産の増減額
（△は増加額） 

 43 △100 △9 

仕入債務の増減額
（△は減少額） 

 △4 99 △20 

未払金の増減額（△
は減少額） 

 △46 △273 62 

未払賞与の増減額
（△は減少額） 

 62 － － 

役員賞与の支払額  △42 △63 △42 

その他  115 △24 179 

小計  1,123 929 2,521 

利息及び配当金の受
取額 

 1 0 2 

利息の支払額  △11 △10 △20 

法人税等の支払額  △584 △694 △1,035 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 528 225 1,468 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

有形固定資産の取得
による支出 

 △55 △250 △400 

有形固定資産の売却
による収入 

 50 － 50 

無形固定資産の取得
による支出 

 － △8 △24 

投資有価証券の取得
による支出 

 △1 △1 △3 

生命保険積立金の積
立による支出 

 △23 △1 △25 

生命保険積立金の解
約による収入 

 1 4 332 

その他  △10 △5 △23 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △39 △263 △93 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

社債の償還による支
出 

 △175 △175 △350 

短期借入れによる収
入 

 － 8 － 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △27 △9 △36 

配当金の支払額  △134 △199 △134 

自己株式の取得によ
る支出 

 △239 △224 △442 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △575 △599 △963 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 1 2 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（△は減少額） 

 △84 △634 411 

Ⅵ 現金及び現金同等物期
首残高 

 2,800 3,212 2,800 

Ⅶ 現金及び現金同等物中
間期末（期末）残高 

※１ 2,715 2,578 3,212 

     



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ３社 

連結子会社名 

山形イハラ㈱ 

イハラシステムエンジニア

リング㈱ 

三和興業㈱ 

連結子会社の数 ３社 

連結子会社名 

山形イハラ㈱ 

イハラシステムエンジニア

リング㈱ 

三和興業㈱ 

連結子会社の数 ３社 

連結子会社名 

山形イハラ㈱ 

イハラシステムエンジニア

リング㈱ 

三和興業㈱ 

２．持分法の適用に関する事項 イ 持分法適用の関連会社数１社 

伊原科技股份有限公司 

ロ 中間決算日が中間連結決算

日と異なるため、関連会社

の中間会計期間に係る中間

財務諸表を使用しておりま

す。 

イ 持分法適用の関連会社数１社 

 同左 

ロ 持分法を適用していない関

連会社㈱トミタテクニカル

は、中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除

いても中間連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範

囲から除外しております。 

ハ 中間決算日が中間連結決算

日と異なるため、関連会社

の中間会計期間に係る中間

財務諸表を使用しておりま

す。 

イ 持分法適用の関連会社数１社 

伊原科技股份有限公司 

ロ 持分法を適用していない関

連会社㈱トミタテクニカル

は、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性が

ないため持分法の適用範囲

から除外しております。 

ハ 決算日が連結決算日と異な

るため、関連会社の事業年

度に係る財務諸表を使用し

ております。 

３．連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項 

 すべての連結子会社の中間決

算日は中間連結決算日と一致し

ております。 

同左  すべての連結子会社の決算日

は連結決算日と一致しておりま

す。 

４．会計処理基準に関する事項    

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

（時価のあるもの） 

中間連結決算日の市場価格

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） 

イ 有価証券 

その他有価証券 

（時価のあるもの） 

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は、全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

イ 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） 

 （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 

 ロ たな卸資産 

移動平均法による原価法 

ロ たな卸資産 

同左 

ロ たな卸資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

イ 有形固定資産 

 定率法 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）は定額法によってお

ります。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物及び構築物 

10～47年 

機械装置及び運搬具 

10～14年 

イ 有形固定資産 

同左 

イ 有形固定資産 

同左 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ロ 無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウェアについて

は社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっ

ております。 

ロ 無形固定資産 

同左 

ロ 無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 イ 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勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

イ 貸倒引当金 

同左 

 ロ      － ロ 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、年間支給

見込額に基づき当中間連結会計

期間負担額を計上しておりま

す。 

（追加情報） 

 従来、中間連結会計期間にお

ける賞与負担額は、確定してい

たため「未払賞与」として計上

していましたが、当中間連結会

計期間より、年間支給見込額の

うち中間連結会計期間負担分を

計上することとしたため、「賞

与引当金」として計上しており

ます。 

ロ      － 

 ハ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末にお

ける自己都合要支給額、責任準

備金残高及び年金資産残高に基

づき計上しております。 

ハ 退職給付引当金 

同左 

ハ 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

ける自己都合要支給額、責任

準備金残高及び年金資産残高

に基づき計上しております。 

 ニ 役員退職引当金 

 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、当社内規に基づ

く中間連結会計期間末要支給

額を計上しております。 

ニ 役員退職引当金 

同左 

ニ 役員退職引当金 

 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、当社内規に基づ

く連結会計年度末要支給額を

計上しております。 

(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。 

同左 同左 

(5)その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜き方式を採用して

おります。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フロー

計算書（連結キャッシュ・フ

ロー計算書）における資金の

範囲 

 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 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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より、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

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これにより税金等

調整前中間純利益は２百万円減少しておりま

す。 

─────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当連結会計年度より、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

基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税金等調整前

当期純利益は２百万円減少しております。 

─────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

  当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は5,222百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しておりま

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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１有形固定資産減価償却累

計額 

（百万円）

4,768 

※１有形固定資産減価償却累

計額 

（百万円）

4,845 

※１有形固定資産減価償却累

計額 

（百万円）

4,753 

※２担保に供している資産及び担保付債務

は次のとおりであります。 

担保資産 

※２担保に供している資産及び担保付債務

は次のとおりであります。 

担保資産 

※２担保に供している資産及び担保付債務

は次のとおりであります。 

担保資産 

 (百万円)  

機械装置及び運

搬具 

13  

合計 13  

 (百万円)  

機械装置及び運

搬具 

10  

合計 10  

 (百万円)  

機械装置及び運

搬具 

12  

合計 12  

担保付債務 担保付債務 担保付債務 

支払手形及び買

掛金 

10  

固定負債その他 33  

合計 43  

支払手形及び買

掛金 

33  

合計 33  

支払手形及び買

掛金 

37  

合計 37  

 (百万円)

 ３受取手形割引高 120 

受取手形裏書譲渡高 149 

 (百万円)

 ３受取手形割引高 － 

受取手形裏書譲渡高 208 

 (百万円)

 ３受取手形割引高 18 

受取手形裏書譲渡高 236 

※４ － ※４中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当中間連結会計期

間の末日は金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手形が中間

連結会計期間末残高に含まれております。 

 (百万円)

受取手形 165 

※４ － 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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次のと

おりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

 (百万円)

荷造運賃 84

役員報酬 71

給与手当 229

賞与  116

退職給付費用 27

役員退職引当金

繰入額 
13

 (百万円)

荷造運賃 105

役員報酬 80

給与手当 228

賞与 32

賞与引当金繰入額 95

退職給付費用 17

役員退職引当金

繰入額 
15

 (百万円)

荷造運賃 177

役員報酬 142

給与手当 466

賞与  178

退職給付費用 43

役員退職引当金

繰入額 
22

 ２．   ───── ※２．固定資産処分損の内訳は次の

とおりであります。 

※２．固定資産処分損の内訳は次の

とおりであります。 

  (百万円)

機械装置及び運

搬具 
1

合 計 1

 (百万円)

機械装置及び運

搬具 
5

合 計 5



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加125,070株は、取締役会決議に基づく市場買付けによる増加123,000株、及び単元未満

株式の買取りによる増加2,070株であります。 

２．配当に関する事項 

配当金支払額 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 14,000,000 － － 14,000,000 

合計 14,000,000 － － 14,000,000 

自己株式     

普通株式（注） 551,202 125,070 － 676,272 

合計 551,202 125,070 － 676,272 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月20日 

定時株主総会 
普通株式 201 15 平成18年３月31日 平成18年６月20日 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間連

結会計期間末残高と、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 

※１．現金及び現金同等物の中間連

結会計期間末残高と、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 

※１．現金及び現金同等物の連結会

計年度末残高と、連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

 (百万円)

現金及び預金勘定 2,715

現金及び現金同等物 2,715

 (百万円)

現金及び預金勘定 2,578

現金及び現金同等物 2,578

 (百万円)

現金及び預金勘定 3,212

現金及び現金同等物 3,212



（リース取引関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

(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 

(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 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

機械装置及
び運搬具 

33 22 11 

有形固定資
産その他 

9 6 3 

合計 43 28 15 

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

30 26 4 

有形固定資
産その他 

16 10 6 

合計 47 36 10 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

33 25 8 

その他 9 7 2 

合計 43 32 11 

 （注） 取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み

法により算定しておりま

す。 

 （注）   同左  （注） 取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によ

り算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額 

(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 

 （百万円）

１年内 7 

１年超 8 

合計 15 

 （百万円）

１年内 7 

１年超 3 

合計 10 

 （百万円）

１年内 7 

１年超 4 

合計 11 

 （注） 未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法に

より算定しております。 

 （注）   同左  （注） 未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利

子込み法により算定して

おります。 

(3）支払リース料及び減価償却費

相当額 

(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 

（百万円）

支払リース料 4 

減価償却費相当額 4 

（百万円）

支払リース料 3 

減価償却費相当額 3 

（百万円）

支払リース料 6 

減価償却費相当額 6 

(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

て、残存価額を零とする定額

法によっております。 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

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主な内容 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

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主な内容 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

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主な内容 

 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） 

株式 41 72 31 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 5 

 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） 

株式 44 89 44 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 2 

 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 42 99 56 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 2 



（デリバティブ取引関係） 

該当事項はありません。 



（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、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社及び連結子会社の事業は、配管用

資材（継手・バルブ）の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一事業であり、開示対象となるセグメントがない

ため事業の種類別セグメント情報の記載は省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結

子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高はいずれも連結売上高の

10％未満であるため、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）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象）  

該当事項はありません。 

(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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額   307円43銭 

１株当たり中間純利益    51円17銭 

１株当たり純資産額 391円96銭 

１株当たり中間純利益  62円80銭 

１株当たり純資産額   357円88銭 

１株当たり当期純利益   112円85銭 

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、潜在株式

が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、潜在株式

が存在しないため、記載しておりま

せん。 

   

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

中間（当期）純利益 

（百万円） 
699 842 1,596 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
－ － 63 

（うち利益処分による役員

賞与金） 

（百万円） 

(－) (－) (63) 

普通株式に係る中間（当

期）純利益（百万円） 
699 842 1,533 

期中平均株式数（千株） 13,669 13,413 13,591 



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17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18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   2,261   2,345   2,798   

２．受取手形  ※３ 984   1,156   755   

３．売掛金  1,282   1,675   1,479   

４．たな卸資産  732   800   744   

５．その他  268   322   385   

貸倒引当金  △19   －   △8   

流動資産合計   5,509 57.6  6,300 60.6  6,155 60.5 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1)建物   635   778   698   

(2)機械及び装置   339   455   389   

(3)土地   484   484   484   

(4)その他  131   193   172   

有形固定資産合計  1,590   1,912   1,745   

２．無形固定資産  67   103   100   

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  277   291   301   

(2)長期貸付金  1,111   1,079   1,170   

(3)生命保険積立金   349   －   －   

(4)繰延税金資産  682   672   688   

(5)その他  89   91   91   

貸倒引当金  △21   －   －   

投資損失引当金  △84   △60   △78   

投資その他の資産
合計  2,403   2,074   2,174   

固定資産合計   4,061 42.4  4,090 39.4  4,020 39.5 

資産合計   9,571 100.0  10,391 100.0  10,175 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18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  471   665   577   

２．１年内償還予定 
の社債 

  350   350   350   

３．未払法人税等   477   573   525   

４．未払賞与  197   －   －   

５．賞与引当金   －   210   －   

６．その他  171   290   438   

流動負債合計   1,667 17.4  2,091 20.1  1,891 18.6 

Ⅱ 固定負債           

１．社債  1,750   1,400   1,575   

２．退職給付引当金  1,678   1,638   1,674   

３．役員退職引当金  82   94   92   

４．その他  162   114   114   

固定負債合計   3,673 38.4  3,247 31.3  3,455 34.0 

負債合計   5,341 55.8  5,338 51.4  5,347 52.6 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,564 16.3  － －  1,564 15.4 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  618   －   618   

資本剰余金合計   618 6.5  － －  618 6.0 

Ⅲ 利益剰余金           

１．任意積立金  103   －   103   

２．中間(当期)未処
分利益  2,328   －   3,115   

利益剰余金合計   2,431 25.4  － －  3,218 31.6 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   17 0.2  － －  31 0.3 

Ⅴ 自己株式   △400 △4.2  － －  △603 △5.9 

資本合計   4,230 44.2  － －  4,827 47.4 

負債資本合計   9,571 100.0  － －  10,175 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18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
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                  

１．資本金    － －  1,564 15.1  － － 

２．資本剰余金            

  資本準備金   －   618   －   

資本剰余金合計    － －  618 5.9  － － 

３．利益剰余金            

   その他利益剰余金            

固定資産圧縮積
立金 

  －   96   －   

繰越利益剰余金   －   3,576   －   

利益剰余金合計    － －  3,673 35.4  － － 

４．自己株式    － －  △827 △8.0  － － 

株主資本合計    － －  5,027 48.4  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

   その他有価証券評
価差額金 

   － －  24 0.2  － － 

評価・換算差額等合
計 

   － －  24 0.2  － － 

純資産合計    － －  5,052 48.6  － － 

負債純資産合計    － －  10,391 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18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   4,763 100.0  6,024 100.0  10,222 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,181 66.8  4,112 68.3  6,733 65.9 

売上総利益   1,581 33.2  1,911 31.7  3,488 34.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   697 14.6  740 12.3  1,321 12.9 

営業利益   883 18.6  1,170 19.4  2,166 21.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１  58 1.2  55 0.9  119 1.2 

Ⅴ 営業外費用 ※２  47 1.0  50 0.8  101 1.0 

経常利益   894 18.8  1,175 19.5  2,184 21.4 

Ⅵ 特別利益 ※３  143 3.0  26 0.4  175 1.7 

Ⅶ 特別損失 ※４  28 0.6  1 0.0  46 0.5 

税引前中間(当期)純
利益   1,009 21.2  1,200 19.9  2,312 22.6 

法人税、住民税及び
事業税 

※５ 460   561   905   

法人税等調整額 ※５ △61 398 8.4 △80 480 7.9 9 914 8.9 

中間(当期)純利益   611 12.8  720 12.0  1,398 13.7 

前期繰越利益   1,716   －   1,716  

中間(当期)未処分利
益   2,328   －   3,115  

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余
金 

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計 

資本準備
金 

その他利益剰余金 

利益剰余
金合計 

固定資産
圧縮積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
1,564 618 103 3,115 3,218 △603 4,796 

中間会計期間中の変動額        

固定資産圧縮積立金取崩

（注） 
    △6 6 －   － 

剰余金の配当（注）       △201 △201   △201 

役員賞与（注）       △63 △63   △63 

中間純利益       720 720   720 

自己株式の取得           △224 △224 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額） 

  

              

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － △6 461 455 △224 231 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
1,564 618 96 3,576 3,673 △827 5,027 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
31 31 4,827 

中間会計期間中の変動額    

固定資産圧縮積立金取崩

（注）  
    － 

剰余金の配当（注）     △201 

役員賞与（注）      △63 

中間純利益     720 

自己株式の取得     △224 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 

  

△6 △6 △6 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△6 △6 225 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
24 24 5,052 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(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） 

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

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定） 

その他有価証券 

（時価のあるもの） 

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 

（時価のないもの） 

同左 

（時価のないもの） 

同左 

 (2)たな卸資産 

移動平均法による原価法 

(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 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については、定額法

によっております。 

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

 建物 10～47年 

機械及び装置 10～14年 

  

 (2)無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウエアについ

ては社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

(2)無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

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

別に回収可能性を勘案し回収不

能見込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)投資損失引当金 

関係会社への投資に対する損

失に備えるため、その財政状態

等を勘案し、必要見込額を計上

しております。 

(2)投資損失引当金 

同左 

(2) 投資損失引当金 

同左 

 (3)賞与引当金 

      ─  

(3)賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、年間支給

見込額に基づき当中間会計期間

負担額を計上しております。 

 （追加情報） 

従来、中間会計期間における

賞与負担額は、確定していたた

め、「未払賞与」として計上し

ていましたが、当中間会計期間

より、年間支給見込額のうち中

間会計期間負担分を計上するこ

ととしたため、「賞与引当金」

として計上しております。 

(3) 賞与引当金 

─   

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (4)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

自己都合要支給額、責任準備金

残高及び年金資産残高に基づき

計上しております。 

(4)退職給付引当金 

同左 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における自己都合要

支給額、責任準備金残高及び年

金資産残高に基づき計上してお

ります。 

 (5)役員退職引当金 

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、当社内規に基づく中

間会計期間末要支給額を計上し

ております。 

(5)役員退職引当金 

同左 

(5)役員退職引当金 

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、当社内規に基づく期末

要支給額を計上しております。 

４．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 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜き方式を採用して

おります。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間会計期間より、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

基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税引前中間純

利益は２百万円減少しております。 

─────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度より、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

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これにより税引前当期純利益

は２百万円減少しております。 

  

  

        ───── 

  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

  当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。これまでの資本の部の合計に相当する金

額は5,052百万円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

  

───── 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末  
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

（百万円）

4,307 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

（百万円）

4,384 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

（百万円）

4,331 

 ２ 偶発債務 

 下記の会社の借入金及び割引

手形等に対して債務保証を行っ

ております。 

 ２ 偶発債務 

 下記の会社の借入金及び割引

手形等に対して債務保証を行っ

ております。 

 ２ 偶発債務 

 下記の会社の借入金及び割引

手形等に対して債務保証を行っ

ております。 

 (百万円)

山形イハラ(株) 207

三和興業(株) 120

計 328

 (百万円)

山形イハラ(株) 182

   

 (百万円)

山形イハラ(株) 190

三和興業(株) 18

計 208

※３ － ※３ 中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当中間会

計期間の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれておりま

す。 

 (百万円)

受取手形 153

※３ － 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１営業外収益の主要項目 ※１営業外収益の主要項目 ※１営業外収益の主要項目 

 (百万円)

受取利息及び配当金 9 

固定資産賃貸料 22 

 (百万円)

受取利息及び配当金 12 

固定資産賃貸料 22 

 (百万円)

受取利息及び配当金 22 

固定資産賃貸料 45 

※２営業外費用の主要項目 ※２営業外費用の主要項目 ※２営業外費用の主要項目 

 (百万円)

支払利息 1 

社債利息 8 

 (百万円)

支払利息 0 

社債利息 7 

 (百万円)

支払利息 2 

社債利息 16 

※３特別利益の主要項目 ※３特別利益の主要項目 ※３特別利益の主要項目 

 (百万円)

貸倒引当金戻入額 143 

  

 (百万円)

貸倒引当金戻入額 8 

投資損失引当金戻入

額  

17 

 (百万円)

貸倒引当金戻入額 175 

※４特別損失の主要項目 ※４特別損失の主要項目 ※４特別損失の主要項目 

 (百万円)

投資損失引当金繰入額 25 

 (百万円)

固定資産除却損  1 

 (百万円)

投資損失引当金繰入額 19 

生命保険解約損 22 

※５圧縮記帳積立金の取扱い 

 当中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当事業年

度において予定している利益処分

による圧縮積立金の取崩しを前提

として、当中間会計期間に係る金

額を計算しております。 

※５圧縮記帳積立金の取扱い 

 当中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当事業年

度において予定している圧縮積立

金の取崩しを前提として、当中間

会計期間に係る金額を計算してお

ります。 

 ５   ────── 

 ６減価償却実施額  ６減価償却実施額  ６減価償却実施額 

 (百万円) 

有形固定資産 54

無形固定資産 0

計 55

 (百万円) 

有形固定資産 76

無形固定資産 4

計 80

 (百万円) 

有形固定資産 115

無形固定資産 1

計 117



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加125,070株は、取締役会決議に基づく市場買付けによる増加123,000株、及び単元未満

株式の買取りによる増加2,070株であります。 

（リース取引関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、重要な取引はありません。 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、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。 

（重要な後発事象）  

該当事項はありません。 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式（注） 551,202 125,070 － 676,272 

合計 551,202 125,070 － 676,272 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



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17年４月１日 至平成18年３月31日）平成18年６月21日関東財務局長に提出。 

(2)自己株券買付状況報告書 

報告期間（自平成18年３月１日 至平成18年３月31日）平成18年４月12日関東財務局長に提出。 

報告期間（自平成18年４月１日 至平成18年４月30日）平成18年５月12日関東財務局長に提出。 

報告期間（自平成18年５月１日 至平成18年５月31日）平成18年６月13日関東財務局長に提出。 

報告期間（自平成18年６月１日 至平成18年６月30日）平成18年７月13日関東財務局長に提出。 

報告期間（自平成18年８月８日 至平成18年８月31日）平成18年９月14日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



 独立監査人の中間監査報告書  

   平成１７年１２月９日 

イハラサイエンス株式会社    

 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 浅子 正明  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 楠山 正典  印 

 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」に掲げられているイハ

ラサイエンス株式会社の平成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、イハラサイエンス株式会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

 （注） 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

別途保管しております。 



 独立監査人の中間監査報告書  

   平成１８年１２月６日 

イハラサイエンス株式会社    

 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 浅子 正明  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 楠山 正典  印 

 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」に掲げられているイハ

ラサイエンス株式会社の平成１８年４月１日から平成１９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 

１８年４月１日から平成１８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、中間連結株主資本等変動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、イハラサイエンス株式会社及び連結子会社の平成１８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１８年４月１日から平成１８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

 （注） 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

別途保管しております。 



 独立監査人の中間監査報告書  

   平成１７年１２月９日 

イハラサイエンス株式会社    

 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 浅子 正明  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 楠山 正典  印 

 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」に掲げられているイハ

ラサイエンス株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第５９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、イハラサイエンス株式会社の平成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

 （注） 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

別途保管しております。 



 独立監査人の中間監査報告書  

   平成１８年１２月６日 

イハラサイエンス株式会社    

 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 浅子 正明  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 楠山 正典  印 

 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」に掲げられているイハ

ラサイエンス株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第６０期事業年度の中間会計期間（平成 

１８年４月１日から平成１８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、中間損益計算書及び

中間株主資本等変動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、イハラサイエンス株式会社の平成１８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 

１８年４月１日から平成１８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

 （注） 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

別途保管しております。 
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