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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 第41期中及び第42期中並びに第40期、第41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、潜

在株式がないため記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、第42期中から「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。 

４ 第42期中において、インターナショナル・カード・システム株式会社を新たに連結の範囲に含めておりま

す。 

第一部 【企業情報】

回    次 第40期中 第41期中 第42期中 第40期 第41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) 64,103 106,155 110,970 233,903 214,500

経常利益 (百万円) 17,788 38,279 38,246 75,087 75,559

中間(当期)純利益 (百万円) 11,470 22,957 23,392 45,887 45,443

純資産額 (百万円) 253,842 308,708 344,333 288,523 328,676

総資産額 (百万円) 303,727 382,094 415,187 418,886 406,611

１株当たり純資産額 (円) 2,614.82 3,169.75 3,535.50 2,959.27 3,371.93

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 118.16 235.72 240.18 469.24 463.77

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 117.76 ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 83.6 80.8 82.9 68.9 80.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,718 △1,063 9,827 59,348 36,286

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,988 △25,331 △10,790 4,440 △42,525

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △9,492 △4,403 △6,349 △10,593 △7,855

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 153,973 184,131 193,696 214,930 200,835

従業員数 (名) 1,038 963 979 977 940



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ １株当たり純資産額、１株当たり中間(当期)純利益、潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益について

は中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

３ 第40期の１株当たり配当額には、40周年記念配当20円が含まれております。 

４ 純資産額の算定にあたり、第42期中から「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40期中 第41期中 第42期中 第40期 第41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) 62,489 103,493 97,741 231,422 196,666

経常利益 (百万円) 17,893 37,963 36,158 66,666 68,741

中間(当期)純利益 (百万円) 11,240 23,312 22,842 40,524 42,561

資本金 (百万円) 14,840 14,840 14,840 14,840 14,840

発行済株式総数 (株) 97,597,500 97,597,500 97,597,500 97,597,500 97,597,500

純資産額 (百万円) 241,574 291,682 323,223 271,122 308,392

総資産額 (百万円) 290,997 365,093 388,703 404,463 379,472

１株当たり配当額 (円) 25.00 35.00 50.00 70.00 100.00

自己資本比率 (％) 83.0 79.9 83.2 67.0 81.3

従業員数 (名) 846 839 825 824 820



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。また、事業の種類別セグメントの区分に係る主要な関係会社に異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

 ２ 「パチンコ機関連事業」及び「パチスロ機関連事業」の従業員数につきましては、両事業に関わる同一担

当者が多くセグメント別の把握が困難であるため、一括して記載しております。 

 ３ 全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社三和工場にＳＡＮＫＹＯ労働組合が結成されておりますが、労使関係は安定した状態であり、特

記すべき事項はありません。なお、連結子会社においては労働組合の結成はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

パチンコ機関連事業及びパチスロ機関連事業 827

補給機器関連事業 67

その他の事業 5

全社(共通） 80

計 979

従業員数(名) 825



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、原油価格の動向等の不透明要因はあるものの、旺盛な設

備投資及び個人消費の回復が続き、円安に伴い輸出が増加したことから、引き続き拡大傾向で推移いた

しました。 

当パチンコ業界におきましては、豊富な資金力を誇る大手パーラーチェーンの積極的な出店攻勢など

を背景に、頻繁な新機種導入で誘客効果を狙うべく、パチンコパーラーのパチンコ機・パチスロ機に対

する購買意欲は堅調に推移いたしました。反面、ファン人口はピーク時から1,000万人余り減少してお

り、苦戦を余儀なくされるパーラーも少なくありません。また、遊技機メーカーが市場投入する遊技機

の機種数は引き続き増加傾向であり、販売競争は激化し、「選ばれる商品」と「選ばれない商品」が今

まで以上に明確化しつつあります。 

このような環境下、当社グループは主力のパチンコ機、パチスロ機市場において、コンセプトを明確

にした商品を、柔軟な価格設定で市場投入し、ほぼ計画通りの経営成績をあげることができました。 

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高1,109億円（対前年同期比4.5％増）となり、経常利

益382億円（同0.1％減）、中間純利益233億円（同1.9％増）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

 ① パチンコ機関連事業 

主力のパチンコ機につきましては、ライトファンや新たなファンの掘り起こしに向けた遊技機とし

て、ＳＡＮＫＹＯブランドの「フィーバーパワフルＺＥＲＯ」（５月）、「ビッキーチャンス」（７

月）、「フィーバースーパースタジアム」（６月）等を販売し、幅広いパーラーの皆さまにご購入い

ただきました。一方、コアファンを対象とした遊技機では、ＳＡＮＫＹＯブランドの「フィーバー電

車でＧＯ！２」（６月）、「フィーバー美ら島」（８月）、ビスティブランドの「松浦亜弥」（７

月）、「真・三國無双」（５月）等を積極的に投入いたしました。 

以上から、パチンコ機の販売台数は前年同期比75千台増の369千台で、売上高770億円（対前年同期

比16.9％増）、営業利益321億円（同16.3％増）となりました。 

② パチスロ機関連事業 

主力のパチスロ機につきましては、パーラー、ファンの期待が高い旧基準機、ビスティ「トゥーム

レイダー」（８月）、ＳＡＮＫＹＯ「ナナカフェ」（５月）の２機種を効果的に投入し、加えて、新

基準機ではビスティ「ロード・オブ・ザ・リング」（６月）を特大15インチ全面液晶仕様で投入いた

しました。しかしながら、前中間連結会計期間と比較してビスティ商品の販売比率が高くなったこと

に加え、販売台数が前年同期比5千台減の96千台となり、売上高216億円（同30.0％減）、営業利益65

億円（同39.6％減）となりました。  



③ 補給機器関連事業 

持分法適用関連会社の日本ゲームカード株式会社の主力商品である新型プリペイドカードユニット

「Ｌｕｔｅｒｎａ（ルテルナ）」の堅調な販売に加え、新規連結子会社のインターナショナル・カー

ド・システム株式会社が売上高、営業利益共に寄与いたしましたが、パーラーにおける設備投資は遊

技機に集中する傾向が高まり、補給工事等の受注は減少いたしました。その結果、売上高115億円

（同33.3％増）、営業利益2億円（同13.7％減）となりました。  

④ その他の事業 

連結子会社の株式会社三共クリエイトによる不動産賃貸収入を中心に、売上高6億円（同15.7％

増）、営業利益188百万円（前年同期は営業損失12百万円）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動による増加98億円、投資活動

による減少107億円、財務活動による減少63億円となり、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等

物（以下「資金」という）は71億円減少し、1,936億円となりました。 

営業活動により得られた資金は、前年同期と比較して108億円増加し98億円となりました。税金等

調整前中間純利益384億円、たな卸資産の減少50億円等が主たる増加要因であり、売上債権の増加135

億円、仕入債務の減少40億円、法人税等の支払額155億円等が主たる減少要因であります。 

投資活動においては、金融商品の償還等による収入145億円がありましたが、金融商品の購入234億

円、有形無形固定資産の取得16億円等の支出により、107億円の資金減少（前年同期は253億円の資金

減少）となりました。 

財務活動により使用した資金は63億円（同44億円の資金減少）となりました。主なものは配当金の

支払額63億円であります。 



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事業の種類別セグメントごとの生産実績は次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントごとの受注状況は次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントごとの販売実績は次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

     ２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 
３ 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称

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)

金額(百万円) 前年同期比(％)

パチンコ機関連事業 75,216 113.3

パチスロ機関連事業 20,749 65.2

補給機器関連事業 11,586 133.3

計 107,551 100.6

事業の種類別セグメントの名称

受注高 受注残高

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)

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

金額(百万円) 前年同期比(％) 金額(百万円) 前年同期比(％)

パチンコ機関連事業 68,457 96.4 1,458 13.6

パチスロ機関連事業 22,047 67.7 606 38.1

補給機器関連事業 11,321 141.4 1,226 138.5

計 101,825 91.2 3,291 25.0

事業の種類別セグメントの名称

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)

金額(百万円) 前年同期比(％)

パチンコ機関連事業 77,089 116.9

パチスロ機関連事業 21,693 70.0

補給機器関連事業 11,586 133.3

その他の事業 601 115.7

計 110,970 104.5

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

 金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円)  割合(％)

フィールズ株式会社 4,797 4.5 13,748 12.4



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（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要

な変更及び新たに生じた課題はありません。 

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たな経営上の重要な契約、重要な変更もしくは解約はありません。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループは、『創意工夫』の基本方針のもと、市場ニーズに沿ったパーラー及びファンの皆さま全

てに満足していただける遊技機の研究開発に力を注いでおります。 

 また、当業界の末永い発展には新たに遊技者人口を増やす取り組みが必要であると考え、ファンを第一

に考えた遊技機作りを実行し、長期稼動が実現できる遊技機の研究に総力をあげて取り組んでおります。

 現在、グループの研究開発活動は、当社商品本部及び各子会社・関連会社の開発部門が推進しており、

研究開発担当のスタッフは当中間連結会計期間末時点で219名、研究開発費の総額は37億14百万円であり

ます。セグメント別では、パチンコ機関連事業27億5百万円、パチスロ機関連事業9億21百万円、補給機器

関連事業87百万円となっております。 

  

 事業の種類別セグメントの研究開発活動は次のとおりであります。 

①パチンコ機関連事業 

 パチンコ機関連事業は、当社商品本部及び株式会社ビスティを中心として、ファン及びパーラーの双方

から長期にわたり支持される商品の開発に努めております。 

 当中間連結会計期間における主な成果といたしましては、パチンコレジャーの基本にこだわり『プレイ

ヤーに優しく、悠々遊べる“ゆう×２パチンコ”』として、「フィーバーパワフルＺＥＲＯ」を販売いた

しました。往年の名機「フィーバーパワフルⅢ」で評価された点をそのままに、現代風にアレンジした同

機種は、ファン及びパチンコパーラーの期待に応えるヒット機種になりました。 

 また、ファンの皆さまからの強いリメイク要望に応えた「フィーバー電車でＧＯ！２」、新基準で実現

可能となった「羽根パチ」と人気タレント『志村けん』氏とのコラボレーションを実現した「志村ワール

ド」、有名アイドルとタイアップした「松浦亜弥」（ビスティブランド）など、常にファンを意識した商

品開発を行っております。 

 今後とも、ファン及びパチンコパーラーの皆さまが望む、パチンコ遊技人口を増やすための商品を開発

し、当社グループのブランドイメージ向上を図ってまいります。 



②パチスロ機関連事業 

 パチスロ機関連事業は、平成19年夏までに実施される旧基準機の完全撤去をもとに、当期末から活発化

が見込まれる新基準機需要への対応を行っております。当社グループでは、前期で他社に先駆けて販売し

た新基準機の市場投入結果を活かし、新基準で主流となるゲーム性、演出効果を高める工夫、新基準での

型式試験への対応を研究してまいりました。 

 当中間連結会計期間の主な成果といたしましては、ＳＡＮＫＹＯブランドで５シリーズ（パロット２シ

リーズ含む）、ビスティブランドで３シリーズ（パロット１シリーズ含む）の新基準機の未販売遊技機を

保有し、商品ラインナップの充実を図りました。 

 なお、当中間連結会計期間には旧基準機である「ナナカフェ」、ビスティブランドの「トゥームレイダ

ー」他を販売しており、いずれもファン及びパーラーの皆さまより高い評価をいただいております。 

③補給機器関連事業 

 補給機器関連事業は、当社商品本部システム開発課を中心として、機能、メンテナンス性およびローコ

ストを重視した補給設備機器全般の研究開発を行っております。 

 また、パーラーニーズに応える、ホール設備機器の改善、セキュリティシステム機器などの研究開発に

取り組んでおります。 

  

  

  

  

  

  

  



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】 

(1) 重要な設備計画の変更 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却について重要な

変更はありません。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末における設備計画のうち、当中間連結会計期間中に完了した主なものは次のとおり

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 ビスティ三和工場の製造設備600百万円には、前連結会計年度に支出した建設仮勘定からの振替額199百万円

      が含まれております。     

  

(3) 重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画はありません。 

  

(4) 重要な設備の除却等 

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

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 投資額(百万円) 完了(支出)年月

㈱ＳＡＮＫＹＯ

商品本部 
（東京都渋谷区）

パチンコ機関連事業 治具工具 667 平成18年４月～９月

パチスロ機関連事業 治具工具 85 平成18年４月～９月

三和工場  
（群馬県伊勢崎市）  

パチンコ機関連事業 治具工具 181 平成18年４月～９月

パチスロ機関連事業 治具工具 9 平成18年４月～９月

㈱ビスティ
ビスティ三和工場  
（群馬県伊勢崎市）  

パチンコ機関連事業

製造設備 600 平成18年５月

 パチスロ機関連事業



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 144,000,000

計 144,000,000

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19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 97,597,500 97,597,500
東京証券取引所
(市場第一部)

─

計 97,597,500 97,597,500 ─ ─

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18年９月30日 ― 97,597,500 ― 14,840 ― 23,750



(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 所有株式数は千株未満、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は小数点第２位未満を切り捨てて表示し

ております。 

２ 上記所有株式のうち、信託業務等に係る株式数は以下のとおりであります。 

 
３ バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社から平成18年10月10日付で大量保有報告書に

係る変更報告書の提出があり、平成18年９月30日現在で下表のとおり株式を保有している旨の報告を受けま

したが、当社としては中間会計期間期末日時点における所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状

況には含めておりません。 

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(％)

有限会社マーフコーポレーション 東京都豊島区巣鴨一丁目21番９号 15,050 15.42

有限会社群馬創工
東京都港区虎ノ門一丁目15番10号
（名和ビル３階）

14,196 14.54

毒島 邦雄 群馬県桐生市 7,089 7.26

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 4,597 4.71

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 4,109 4.21

毒島 秀行 東京都渋谷区 3,812 3.90

赤石 典子 群馬県桐生市 2,965 3.03

毒島 章子 群馬県桐生市 2,965 3.03

モルガン・スタンレーアンドカンパニ
ーインク

1585 BROADWAY NEW YORK,NEW YORK
10036,U.S.A.

1,543 1.58
（常任代理人 モルガン・スタンレー証 
 券株式会社）            

（東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
 恵比寿ガーデンプレイスタワー）

ステート ストリート バンク アン
ド トラスト カンパニー

P.O.BOX 351 BOSTON,MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A.

1,412 1.44
（常任代理人 株式会社みずほコーポレ 
 ート銀行兜町証券決済業務室）

（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

計 ―― 57,741 59.16

     日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）    4,597千株

     日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）    4,109千株

保有者名
保有株式数 
(千株)

保有比率
(％)

バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社 153 0.16

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 1,875 1.92

バークレイズ・グローバル・インベスターズ、エヌ・エイ 1,504 1.54

バークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ 485 0.50

バークレイズ・グローバル・インベスターズ・オーストラリア・リミテッド 91 0.09

バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド 1,032 1.06

バークレイズ・ライフ・アシュアランス・カンパニー・リミテッド 4 0.00

バークレイズ・バンク・ピーエルシー 63 0.07

バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド 96 0.10

バークレイズ・グローバル・インベスターズ・カナダ・リミテッド 4 0.00

計 5,310 5.44



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が7,600株（議決権数76

個）含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式59株及び証券保管振替機構名義の株式60株 

が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18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。 

  

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。 
  

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     124,100 
― ―

(相互保有株式) 

普通株式     200,000 

完全議決権株式(その他) 普通株式   96,968,000 969,680 ―

単元未満株式 普通株式     305,400 ― ―

発行済株式総数 97,597,500 ― ―

総株主の議決権 ― 969,680 ―

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ＳＡＮＫＹＯ

群馬県桐生市境野町 
六丁目460番地

124,100 ― 124,100 0.12

(相互保有株式) 
日本ゲームカード株式会社

東京都渋谷区渋谷 
三丁目28番13号

200,000 ― 200,000 0.20

計 ― 324,100 ― 324,100 0.33

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 8,250 8,100 7,520 7,600 6,680 6,500

最低(円) 7,670 6,860 6,670 6,240 6,120 6,060

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏 名 異動年月日

取 締 役 
（管理本部長兼経理部長）

取 締 役 
（経理部長）

江藤 仁志 平成18年７月１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)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表については、中央青山監査法人により中間監査を受け、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）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）

の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、みすず監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、中央青山監査法人は平成18年９月１日に名称を変更し、みすず監査法人となりました。 



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 
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 169,734 150,229 173,440

 ２ 受取手形及び 

   売掛金
※３ 68,104 74,975 61,955

 ３ 有価証券 30,975 62,485 40,363

 ４ たな卸資産 8,644 3,783 8,775

 ５ その他 12,403 10,492 11,076

 ６ 貸倒引当金 △200 △766 △595

   流動資産合計 289,660 75.8 301,200 72.5 295,016 72.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ※１ 14,003 13,299 13,603

  (2) 土地 24,623 23,205 23,205

  (3) その他 ※１ 6,458 5,982 5,862

   有形固定資産合計 45,085 11.8 42,487 10.2 42,672 10.5

 ２ 無形固定資産 217 0.1 203 0.1 204 0.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 46,096 69,908 67,644

  (2) その他 1,484 1,811 1,501

  (3) 貸倒引当金 △449 △423 △427

   投資その他の 

   資産合計
47,130 12.3 71,296 17.2 68,718 16.9

   固定資産合計 92,434 24.2 113,986 27.5 111,595 27.4

  資産合計 382,094 100.0 415,187 100.0 406,611 100.0



 
  

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 
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 39,954 38,051 41,350

 ２ 未払法人税等 14,405 14,956 15,513

 ３ 役員賞与引当金 ― 79 ―

 ４ 賞与引当金 738 804 631

 ５ その他 11,729 10,633 13,165

   流動負債合計 66,827 17.5 64,525 15.6 70,661 17.4

Ⅱ 固定負債

 １ 役員退職慰労引当金 1,035 1,114 1,073

 ２ 退職給付引当金 1,859 2,148 2,004

 ３ その他 3,663 3,064 4,195

   固定負債合計 6,558 1.7 6,327 1.5 7,273 1.8

  負債合計 73,385 19.2 70,853 17.1 77,935 19.2

(少数株主持分)

  少数株主持分 ― ― ― ― ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 14,840 3.9 ― ― 14,840 3.6

Ⅱ 資本剰余金 23,821 6.2 ― ― 23,821 5.9

Ⅲ 利益剰余金 265,525 69.5 ― ― 284,599 70.0

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金
5,288 1.4 ― ― 6,201 1.5

Ⅴ 自己株式 △766 △0.2 ― ― △785 △0.2

   資本合計 308,708 80.8 ― ― 328,676 80.8

   負債、少数株主持分 

   及び資本合計
382,094 100.0 ― ― 406,611 100.0



 
  

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 
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 ― ― 14,840 3.6 ― ―

 ２ 資本剰余金 ― ― 23,822 5.7 ― ―

 ３ 利益剰余金 ― ― 301,660 72.7 ― ―

 ４ 自己株式 ― ― △791 △0.2 ― ―

   株主資本合計 ― ― 339,531 81.8 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― ― 4,802 1.1 ― ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ― 4,802 1.1 ― ―

   純資産合計 ― ― 344,333 82.9 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 415,187 100.0 ― ―



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
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 106,155 100.0 110,970 100.0 214,500 100.0

Ⅱ 売上原価 53,477 50.4 57,822 52.1 105,955 49.4

   売上総利益 52,678 49.6 53,148 47.9 108,545 50.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 16,359 15.4 16,630 15.0 36,407 17.0

   営業利益 36,318 34.2 36,517 32.9 72,137 33.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 461 522 884

 ２ 受取配当金 189 54 189

 ３ 持分法による投資利益 1,083 907 1,808

 ４ その他 257 1,992 1.9 286 1,770 1.6 614 3,497 1.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 ― 6 ―

 ２ 貸倒引当金繰入額 5 ― ―

 ３ 為替差損 4 ― 4

 ４ 投資事業組合運用損 ― 28 28

 ５ 雑損失 20 7 20

 ６ その他 ― 30 0.0 ― 41 0.0 21 75 0.0

   経常利益 38,279 36.1 38,246 34.5 75,559 35.2

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 6 ― 6

 ２ ゴルフ会員権売却益 ― 15 ―

 ３ 関係会社株式売却益 ― 233 545

 ４ その他 ― 6 0.0 ― 249 0.2 26 579 0.3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※３ 10 0 683

 ２ 固定資産廃棄損 ※４ 20 7 186

 ３ 投資有価証券評価損 42 ― ―

 ４ 減損損失 ※５ 10 22 10

 ５ ゴルフ会員権評価損 6 ― 6

 ６ その他 ― 90 0.1 ― 30 0.0 69 956 0.4

   税金等調整前中間 

   (当期)純利益
38,195 36.0 38,465 34.7 75,183 35.1

   法人税、住民税及び 

   事業税
14,780 14,998 29,710

   法人税等調整額 457 15,237 14.4 75 15,073 13.6 28 29,739 13.9

   中間(当期)純利益 22,957 21.6 23,392 21.1 45,443 21.2



③ 【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

(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 23,821 23,821

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 自己株式処分差益 0 0 0 0

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高 23,821 23,821

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 247,259 247,259

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 中間(当期)純利益 22,957 22,957 45,443 45,443

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 4,386 7,798

 ２ 役員賞与 305 4,691 305 8,103

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高 265,525 284,599



④ 【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。 

項目

株主資本
評価・換算 
差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他 
有価証券 
評価差額金

平成18年３月31日残高(百万円) 14,840 23,821 284,599 △ 785 322,475 6,201 328,676

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △ 6,335 △ 6,335 △ 6,335

 役員賞与(注) △ 288 △ 288 △ 288

 中間純利益 23,392 23,392 23,392

 連結子会社増加による 
 利益剰余金増加

293 293 293

 自己株式の取得 △ 15 △ 15 △ 15

 自己株式の処分 0 0 1 1

 持分変動に伴う関係会社保有 
 親会社株式の減少

8 8 8

 株主資本以外の項目の中間 
 連結会計期間中の変動額 
 （純額）

△ 1,398 △ 1,398

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円)

― 0 17,061 △ 5 17,055 △ 1,398 15,657

平成18年９月30日残高(百万円) 14,840 23,822 301,660 △ 791 339,531 4,802 344,333



⑤ 【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

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 38,195 38,465 75,183

減価償却費 1,847 1,745 4,170

引当金の増加額 188 551 636

受取利息及び受取配当金 △ 651 △ 576 △ 1,074

支払利息 ― 6 ―

持分法投資利益 △ 1,083 △ 907 △ 1,808

売上債権の減少額（増加額△) 25,744 △ 13,563 31,892

たな卸資産の減少額(増加額△) 27 5,014 △ 92

仕入債務の減少額 △ 45,664 △ 4,057 △ 44,268

有償支給未収入金の減少額 

（増加額△)
6,782 △ 20 10,093

その他 △ 2,612 △ 1,778 △ 993

小計 22,773 24,878 73,739

利息及び配当金の受取額 619 542 836

利息の支払額 ― △ 6 ―

法人税等の支払額 △ 24,456 △ 15,588 △ 38,289

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,063 9,827 36,286

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △ 16,394 △ 2,996 △ 29,290

有価証券の償還等による収入 18,000 12,900 34,400

有形無形固定資産の取得による支出 △ 10,368 △ 1,636 △ 12,448

有形無形固定資産の売却による収入 29 ― 1,167

投資有価証券の取得による支出 △ 20,161 △ 20,493 △ 40,163

投資有価証券の償還等による収入 3,300 1,695 3,589

その他 263 △ 261 220

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 25,331 △ 10,790 △ 42,525

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △ 17 △ 15 △ 58

自己株式の売却による収入 0 1 1

配当金の支払額 △ 4,386 △ 6,335 △ 7,798

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4,403 △ 6,349 △ 7,855

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物減少額 △ 30,798 △ 7,313 △ 14,094

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 214,930 200,835 214,930

Ⅶ 新規連結による現金及び 

  現金同等物の増加額
― 174 ―

Ⅷ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高
※1 184,131 193,696 200,835



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 

 (1) 連結子会社の数 ４社

 連結子会社は、三共化成㈱、

㈱ダイワ電機製作所、㈱ビステ

ィ、㈱三共クリエイトでありま

す。

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 ４社

 連結子会社は、㈱三共エクセ

ル、㈱ビスティ、㈱三共クリエ

イト、インターナショナル・カ

ード・システム㈱であります。 

 インターナショナル・カー

ド・システム㈱は、取引高の増

大に伴い重要性が増したため当

中間連結会計期間より連結子会

社といたしました。

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 ３社

 連結子会社は、㈱三共エクセ

ル、㈱ビスティ、㈱三共クリエ

イトであります。 

 なお、平成17年10月１日付を

もって連結子会社の三共化成㈱

(存続会社)が㈱ダイワ電機製作

所と合併し、同日、㈱三共エク

セルに商号変更いたしました。

これにより連結子会社の数が４

社から３社となりました。

 (2) 主要な非連結子会社名

 主要な非連結子会社は、イン

ターナショナル・カード・シス

テム㈱であります。

 (2) 主要な非連結子会社名

 主要な非連結子会社は、三共

運送㈱であります。

 (2) 主要な非連結子会社名

 主要な非連結子会社は、イン

ターナショナル・カード・シス

テム㈱であります。

 (3) 非連結子会社について、連結

の範囲から除いた理由

 非連結子会社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資

産、売上高、中間純損益(持分

に見合う額)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。

 (3) 非連結子会社について、連結

の範囲から除いた理由

 同左

 (3) 非連結子会社について、連結

の範囲から除いた理由

 非連結子会社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資

産、売上高、当期純損益(持分

に見合う額)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) 持分法を適用した関連会社数

    １社

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した関連会社数

    １社

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した関連会社数

    １社

 会社の名称は、日本ゲームカ

ード㈱であります。

 同左  同左 

 

 (2) 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

（非連結子会社） 

インターナショナル・カード・

システム㈱

 (2) 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

（非連結子会社） 

三共運送㈱

 (2) 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

(非連結子会社) 

インターナショナル・カード・

システム㈱ 

 (3) 持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社の中間純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等

は、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

法を適用しておりません。

 (3) 持分法を適用しない理由

 同左

 (3) 持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社の当期純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等

は、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、持分法を

適用しておりません。



 

  

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)

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は、中

間連結決算日と一致しておりま

す。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

 同左

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

 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

  ①有価証券

   満期保有目的の債券

     …償却原価法(定額法)

   その他有価証券

    時価のあるもの

     …中間連結会計期間末日

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)

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

     …中間連結会計期間末日

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)

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

     …連結会計年度末日の市

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

   商品・製品・原材料

    …主として総平均法による

原価法

   仕掛品

    …個別原価法

   貯蔵品

    …最終仕入原価法

  ②たな卸資産

   商品・製品・原材料…同左

   仕掛品…同左

   貯蔵品…同左

  ②たな卸資産

   商品・製品・原材料…同左

   仕掛品…同左

   貯蔵品…同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却方法

  ①有形固定資産

   定率法によっております。耐

用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。

   ただし、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)については定額法によ

っております。

   なお、取得価額10万円以上20

万円未満の資産については、主

として３年間で均等償却する方

法によっております。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却方法

  ①有形固定資産

 同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却方法

  ①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)

  ②無形固定資産

   定額法によっております。耐

用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によ

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

額法を採用しております。

  ②無形固定資産

   同左

  ②無形固定資産

   同左

 (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

貸倒実績率によっており、貸倒

懸念債権及び破産更生債権につ

いては個々の債権について回収

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役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に充

てるため、支給見込額のうち当

中間連結会計期間に見合う分を

計上しております。   

   

      ――――― 

  ②賞与引当金

   従業員に対する賞与の支給に

充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

  ③賞与引当金 

   同左

  ②賞与引当金 

   同左 

 

  ③役員退職慰労引当金

   役員に対する退職慰労金の支

出に充てるため、内規に基づく

当中間連結会計期間末要支給額

の100％を計上しております。

  ④役員退職慰労引当金

   同左

  ③役員退職慰労引当金

   役員に対する退職慰労金の支

出に充てるため、内規に基づく

当連結会計年度末要支給額の

100％を計上しております。

  ④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。

   なお、過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(５年)による按分額を費用処理

しております。

   また、数理計算上の差異につ

いては、各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５年)

による按分額をそれぞれ発生年

度より費用処理しております。

  ⑤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。

   なお、過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(５年)による按分額を費用処理

しております。

   また、数理計算上の差異につ

いては、各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５年)

による按分額をそれぞれ発生年

度より費用処理しております。

  ④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。

   なお、過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(５年)による按分額を費用処理

しております。

   数理計算上の差異について

は、各連結会計年度の発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(５年)による按分

額をそれぞれ発生年度より費用

処理しております。



 
  

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)

 (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) その他の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方法

    …消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によ

っております。

 (5) その他の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方法

    …同左

 (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方法

    …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

  中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

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。

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

  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

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。



 会計方針の変更 
  

 
  

表示方法の変更 
  

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

委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第６号)を適用

しております。これにより税金等

調整前中間純利益が10百万円減少

しております。 

 なお、減損損失累計額につきま

しては、改正後の中間連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。 

 

 

 

 

   

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 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」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日企業会計基

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」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は344,333百万

円であります。 

 また、中間連結財務諸表規則の

改正により、当中間連結会計期間

における中間連結財務諸表は、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。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より「役員

賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月29日

企業会計基準第４号）を適用して

おります。 

 この変更に伴う損益及び事業の

種類別セグメント情報に与える影

響は軽微であります。

（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」(企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準

適用指針第６号)を適用しており

ます。これにより減損損失10百万

円を計上いたしました。 

 なお、当連結会計年度中に当該

資産すべての売却が完了いたしま

した。 

 

 

 

 

     

   

  

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)

（中間連結貸借対照表）          

  「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16

年12月１日より適用になったこと及び「金融商品会計

に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が

平成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当中間

連結会計期間から投資事業有限責任組合及びそれに類

する組合への出資（証券取引法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの）を有価証券として表示する

方法に変更いたしました。これにより、従来、投資そ

の他の資産「その他」に含めていた当該出資額（当中

間連結会計期間79百万円）は流動資産「有価証券」に

含めて表示しております。 

 なお、前中間連結会計期間末の投資その他の資産

「その他」に含まれる当該出資額は91百万円でありま

す。  
（中間連結損益計算書）
  当中間連結会計期間において、営業外費用「その

他」に含めて表示しておりました「雑損失」（前中間

連結会計期間12百万円）は、営業外費用総額の100分

の10を超えたため、当中間連結会計期間においては独

立掲記することといたしました。

          

         ―――――

  

     

  



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 有形固定資産の減価償却累計

額

16,481百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

18,751百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

16,802百万円

 ２ 受取手形裏書譲渡高

138百万円

 ２ 受取手形裏書譲渡高

72百万円

 ２ 受取手形裏書譲渡高

129百万円

 

    ―――――

※３ (追加情報) 

 中間連結会計期間末日満期

手形の処理 

 中間連結会計期間末日満期

手形は、手形交換日をもって

決済処理をしております。従

って、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日のため、

同日満期手形が以下の科目に

含まれております。 

  受取手形 7,088百万円  

      

    ―――――



(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

販売手数料 4,690百万円

広告宣伝費 2,199百万円

給与手当 2,157百万円

賞与引当金 
繰入額

406百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額

38百万円

退職給付費用 172百万円

研究開発費 3,568百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額

販売手数料 5,420百万円

広告宣伝費 1,469百万円

給与手当 1,831百万円

役員賞与引当金
繰入額

79百万円

賞与引当金
繰入額

452百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

183百万円

退職給付費用 95百万円

研究開発費 3,714百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額

販売手数料 14,165百万円

広告宣伝費 3,792百万円

給与手当 4,218百万円

賞与引当金
繰入額

345百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

76百万円

退職給付費用 270百万円

貸倒引当金
繰入額

453百万円

研究開発費 7,324百万円

 

※２ 固定資産売却益の内容

その他(工具器具
及び備品等)

6百万円
 

   ――――

※２ 固定資産売却益の内容

その他(工具器具
及び備品等）

6百万円

 

※３ 固定資産売却損の内容

建物及び構築物 0百万円

その他(機械装置 
及び運搬具)

10百万円

計 10百万円

 

※３ 固定資産売却損の内容

その他(機械装置
及び運搬具等)

0百万円

※３ 固定資産売却損の内容

建物及び構築物 60百万円

土  地 612百万円

その他(機械装置
及び運搬具等)

10百万円

計 683百万円

 

※４ 固定資産廃棄損の内容

建物及び構築物 2百万円

その他(工具器具
及び備品等)

17百万円

無形固定資産 0百万円

計 20百万円
 

※４ 固定資産廃棄損の内容

建物及び構築物 2百万円

その他(工具器具
及び備品等)

5百万円

無形固定資産 0百万円

計 7百万円

※４ 固定資産廃棄損の内容

建物及び構築物 44百万円

工具器具及び
備品等

139百万円

無形固定資産 2百万円

その他 0百万円

計 186百万円

※５ 減損損失

  当中間連結会計期間において、

以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。 

 会社名 三共化成株式会社 

 場所  群馬県新田郡笠懸町 

 用途  その他の事業 

 種類  土地、建物、その他 

 当社グループは、固定資産を継

続的に損益の把握をしている単位

及び遊休資産にグルーピングして

おります。 

 その他の事業（マグネシウム成

形事業）撤退に伴う売却予定のた

め、回収可能価額（正味売却価

額）について売却予定価額に基づ

き評価し、減損損失10百万円（土

地3百万円、建物7百万円、その他

0百万円）を特別損失に計上いた

しました。

※５ 減損損失

  当中間連結会計期間において、

以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。 

 会社名 株式会社三共エクセル 

 場所  群馬県みどり市 

 用途  その他の事業 

 種類  その他（機械装置等） 

 当社グループは、固定資産を継

続的に損益の把握をしている単位

及び遊休資産にグルーピングして

おります。 

 今後の使用見込の無い機械装置

等について、売却を進めることと

したため、回収可能価額（正味売

却価額）について税法規定等に基

づく残存価額により評価し、減損

損失（その他（機械装置等）22百

万円）を特別損失に計上いたしま

した。

 

 

※５ 減損損失    

  当連結会計年度において、以下

の資産グループについて減損損失

を計上しております。  

 会社名 株式会社三共エクセル 

 場所  群馬県みどり市  

 用途  その他の事業  

 種類  土地、建物、その他  

 当社グループは、固定資産を継

続的に損益の把握をしている単位

及び遊休資産にグルーピングして

おります。  

 その他の事業（マグネシウム成

形事業）撤退に伴う売却予定のた

め、回収可能価額（正味売却価

額）について売却予定価額に基づ

き評価し、減損損失（土地3百万

円、建物7百万円、その他0百万

円）を特別損失に計上いたしまし

た。 

 なお、当該資産は全て売却が完

了しております。



(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 発行済株式及び自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

１ 自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

２ 自己株式の減少は、単元未満株式の買増請求に応じたもの210株及び持分変動に伴う関係会社保有親会社 

  株式の減少2,720株であります。 

         
  

  
２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間 

後となるもの 

 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

  

  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少
当中間連結 
会計期間末

発行済株式(株) 普通株式 97,597,500            ―           ― 97,597,500

自己株式(株) 普通株式 205,186 2,163 2,930 204,419

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29日 
定時株主総会

普通株式 6,335 65.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
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11月９日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 4,873 50.00 平成18年９月30日 平成18年12月８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)

現金及び預金勘定 169,734百万円

有価証券勘定 30,975百万円

計 200,709百万円

運用期間が３ヶ月を 
超える債券・非上場 
の外国債券他

△16,577百万円

現金及び現金同等物 184,131百万円
 

※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18年９月30日)

現金及び預金勘定 150,229百万円

有価証券勘定 62,485百万円

計 212,715百万円

運用期間が３ヶ月を
超える国債・ＣＰ等
の有価証券

△19,018百万円

現金及び現金同等物 193,696百万円
 

※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18年３月31日)

現金及び預金勘定 173,440百万円

有価証券勘定 40,363百万円

計 213,803百万円

運用期間が３ヶ月を 
超える債券・非上場 
の外国債券他

△12,968百万円

現金及び現金同等物 200,835百万円



次へ 

(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
 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

減価償却 
累計額 
相当額

中間期末
残高 
相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

その他

(機械装置 
及び運搬具) 556 328 227

(工具・器 
具・備品)

526 284 242

計 1,083 612 470

取得価額
相当額

減価償却
累計額 
相当額

中間期末
残高 
相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

その他

(機械装置 
及び運搬具) 537 335 201

(工具・器 
具・備品)

478 299 179

計 1,016 635 380

取得価額 
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高 
相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

その他

(機械装置
及び運搬具) 531 324 206

(工具・器
具・備品)

509 318 191

計 1,040 642 398

② 未経過リース料中間期末残高相
当額

 １年内 200百万円

 １年超 275百万円

   計 475百万円

② 未経過リース料中間期末残高相
当額

 １年内 184百万円

 １年超 203百万円

   計 388百万円

② 未経過リース料期末残高相当額

 １年内 185百万円

 １年超 217百万円

   計 402百万円

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 114百万円

減価償却費相当額 111百万円

支払利息相当額 2百万円

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 111百万円

減価償却費相当額 108百万円

支払利息相当額 2百万円

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 222百万円

減価償却費相当額 216百万円

支払利息相当額 5百万円

④ 減価償却費相当額及び利息相当
額の算定方法

  ・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。      

  ・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。

④ 減価償却費相当額及び利息相当
額の算定方法

  ・減価償却費相当額の算定方法
   同左

  ・利息相当額の算定方法
   同左

④ 減価償却費相当額及び利息相当
額の算定方法
 ・減価償却費相当額の算定方法
  同左

 ・利息相当額の算定方法
  同左

 ２ オペレーティング・リース取引
   未経過リース料中間期末残高相 
   当額          

 ２ オペレーティング・リース取引
   未経過リース料中間期末残高相 
   当額          

２ オペレーティング・リース取引 
   未経過リース料期末残高相当額 

 

 １年内 0百万円

 １年超 3百万円

   計 4百万円
 

 １年内 0百万円

 １年超 2百万円

   計 3百万円
 

 １年内 0百万円

 １年超 2百万円

   計 3百万円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末 (平成17年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

(1) 満期保有目的の債券 

 
(2) その他有価証券 

 
（注） 当中間連結会計期間末において、その他有価証券で時価のある株式について、42百万円の減損処理を行って

おります。なお、取得原価は減損処理後の金額によっております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

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)

 ① 国債 20,011 19,952 △58

 ② 社債 30,795 30,796 1

 ③ その他 100 101 1

計 50,906 50,850 △56

区分
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 1,526 10,414 8,888

計 1,526 10,414 8,888

(1) 満期保有目的の債券 中間連結貸借対照表計上額

 ① 国内私募債 100百万円

(2) 子会社及び関連会社株式 中間連結貸借対照表計上額

 ① 子会社株式 7,848百万円

 ② 関連会社株式 7,650百万円

(3) その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額

 ① 非上場株式 71百万円

 ② 投資事業組合及びそれに類する組合への出資 79百万円



当中間連結会計期間末 (平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

(1) 満期保有目的の債券 

 
(2) その他有価証券 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

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)

 ① 国債 60,021 59,966 △54

 ② 社債 46,464 46,475 11

計 106,485 106,442 △43

区分
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 1,457 9,529 8,071

計 1,457 9,529 8,071

(1) 満期保有目的の債券 中間連結貸借対照表計上額

 ① 国内私募債 80百万円

(2) 子会社及び関連会社株式 中間連結貸借対照表計上額

 ① 子会社株式 7,925百万円

 ② 関連会社株式 8,304百万円

(3) その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額

 ① 非上場株式 68百万円



前連結会計年度末 (平成18年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

 (1) 満期保有目的の債券 

 
 (2) その他有価証券 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

  

  

(デリバティブ取引関係) 

  

 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）及び前

連結会計年度末（平成18年３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おりませんので、該当事項はありません。 

  

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)

 ① 国債 40,011 39,684 △ 326

 ② 社債 40,292 40,294 2

計 80,303 79,979 △ 324

区分
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 1,457 11,880 10,422

計 1,457 11,880 10,422

（1） 満期保有目的の債券 連結貸借対照表計上額

① 国内私募債 80百万円

（2） 子会社及び関連会社株式 連結貸借対照表計上額

① 子会社株式 7,848百万円

② 関連会社株式 7,778百万円

（3） その他有価証券 連結貸借対照表計上額

① 非上場株式 65百万円

② 投資事業組合及びそれに類する組合への出資 50百万円



(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) 

  

 
  

パチンコ機
関連事業 
(百万円)

パチスロ機 
関連事業 
(百万円)

補給機器
関連事業 
(百万円)

その他の
事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又 
は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  
 売上高

 (1) 外部顧客に対 
   する売上高

65,952 30,989 8,693 519 106,155 ― 106,155

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

2 ― 0 ― 3 (3) ―

計 65,955 30,989 8,693 519 106,158 (3) 106,155

 営業費用 38,285 20,069 8,400 532 67,287 2,549 69,836

 営業利益又は 
  営業損失(△)

27,670 10,919 293 △12 38,871 (2,552) 36,318

パチンコ機
関連事業 
(百万円)

パチスロ機 
関連事業 
(百万円)

補給機器
関連事業 
(百万円)

その他の
事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又 
は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  
 売上高

 (1) 外部顧客に対 
   する売上高

77,089 21,693 11,586 601 110,970 ― 110,970

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

2 ― 0 ― 3 (3) ―

計 77,091 21,693 11,587 601 110,973 (3) 110,970

 営業費用 44,903 15,095 11,333 412 71,745 2,707 74,452

 営業利益  32,188 6,598 253 188 39,228 (2,710) 36,517



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) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法は販売品目系統によって区分しております。 

２ 各事業区分の主要な製品 

 
３ 営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた、配賦不能営業費用の金額及び主な内容は以下のとおりで

 あります。 
  

 
  

  

【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)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31

日) 

在外支店及び在外連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

  

【海外売上高】 

  

前中間連結会計期間(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)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31

日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

パチンコ機
関連事業 
(百万円)

パチスロ機 
関連事業 
(百万円)

補給機器
関連事業 
(百万円)

その他の
事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又 
は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  
 売上高

 (1) 外部顧客に対 
   する売上高

162,481 34,047 16,805 1,165 214,500 ― 214,500

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

4 ― 0 ― 5 (5) ―

計 162,486 34,047 16,805 1,165 214,505 (5) 214,500

 営業費用 95,710 24,349 16,273 978 137,311 5,051 142,362

 営業利益 66,776 9,698 532 187 77,194 (5,056) 72,137

(1) パチンコ機関連事業…… パチンコ機、パチンコ機ゲージ盤、関連部品及びパチンコ機関連ロイヤリティ

ー収入

(2) パチスロ機関連事業…… パチスロ・パロット機、関連部品及びパチスロ機関連ロイヤリティー収入

(3) 補給機器関連事業……… パチンコ・パチスロ補給装置、カードシステム機器、ホール設備周辺機器及び

補給機器関連ロイヤリティー収入

(4) その他の事業…………… 不動産賃貸収入、一般成形部品その他

前中間連結会計期間 
(百万円)

当中間連結会計期間 
(百万円)

前連結会計年度
(百万円)

主な内容

2,552 2,710 5,056
提出会社及び連結子会社の当社
グループ管理に係る営業費用



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり純資産額及び１株当たり中間（当期）純利益の金額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) 

  

 
  

  

  

(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 3,169.75円

 
１株当たり純資産額 3,535.50円 １株当たり純資産額 3,371.93円

 
１株当たり中間純利益 235.72円

 
１株当たり中間純利益 240.18円 １株当たり当期純利益 463.77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、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

  純資産の部の合計額 ― 百万円 344,333百万円 ― 百万円

  普通株式に係る純資産額 ― 百万円 344,333百万円 ― 百万円

  普通株式の発行済株式数 ― 株 97,597,500株 ― 株

  普通株式の自己株式数 ― 株 204,419株 ― 株

  １株当たり純資産額の算定に 
  用いられた普通株式の数

― 株 97,393,081株 ― 株

１株当たり中間(当期)純利益

  中間(当期)純利益 22,957百万円 23,392百万円 45,443百万円

  普通株式に係る中間(当期)純利益 22,957百万円 23,392百万円 45,167百万円

  普通株主に帰属しない金額 ― 百万円 ― 百万円 276百万円

  (うち利益処分による役員賞与) ( ― 百万円) ( ― 百万円) ( 276百万円)

  普通株式の期中平均株式数 97,393,855株 97,393,965株 97,391,388株

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)

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 該当事項はありません。 



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 
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 159,381 125,687 139,112

 ２ 受取手形 ※４ 49,222 40,147 37,125

 ３ 売掛金 17,202 36,953 35,920

 ４ 有価証券 30,975 62,485 40,363

 ５ たな卸資産 8,632 4,021 8,701

 ６ その他 13,299 10,972 11,697

 ７ 貸倒引当金 △207 △878 △716

   流動資産合計 278,507 76.3 279,389 71.9 272,205 71.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 6,176 1.7 5,330 1.4 5,576 1.5

 ２ 無形固定資産 185 0.0 162 0.0 173 0.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 78,236 101,563 99,494

  (2) その他 2,437 2,681 2,449

  (3) 貸倒引当金 △449 △423 △427

   投資その他の資産 
   合計

80,224 22.0 103,821 26.7 101,517 26.8

   固定資産合計 86,585 23.7 109,314 28.1 107,267 28.3

   資産合計 365,093 100.0 388,703 100.0 379,472 100.0

 



 
  

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 
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 41,860 37,330 43,016

 ２ 未払法人税等 13,903 13,731 13,306

 ３ 役員賞与引当金 ― 70 ―

 ４ 賞与引当金 655 691 570

 ５ その他 ※３ 11,679 8,476 8,156

   流動負債合計 68,099 18.6 60,301 15.5 65,050 17.1

Ⅱ 固定負債

 １ 役員退職慰労引当金 1,013 1,050 1,048

 ２ 退職給付引当金 1,789 2,053 1,925

 ３ その他 2,506 2,075 3,055

   固定負債合計 5,310 1.5 5,179 1.3 6,029 1.6

   負債合計 73,410 20.1 65,480 16.8 71,079 18.7

(資本の部)

Ⅰ 資本金 14,840 4.1 ― ― 14,840 3.9

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 23,750 ― 23,750

 ２ その他資本剰余金 71 ― 71

   資本剰余金合計 23,821 6.5 ― ― 23,821 6.3

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 2,555 ― 2,555

 ２ 任意積立金 177,523 ― 177,523

 ３ 中間(当期)未処分 
   利益

68,128 ― 83,964

   利益剰余金合計 248,207 68.0 ― ― 264,044 69.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

5,288 1.4 ― ― 6,201 1.6

Ⅴ 自己株式 △474 △0.1 ― ― △514 △0.1

   資本合計 291,682 79.9 ― ― 308,392 81.3

   負債・資本合計 365,093 100.0 ― ― 379,472 100.0



 
  

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 
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 ― ― 14,840 3.8 ― ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 23,750 ―

  (2) その他資本剰余金 ― 72 ―

   資本剰余金合計 ― ― 23,822 6.1 ― ―

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 2,555 ―

  (2) その他利益剰余金

    特別償却準備金 ― 13 ―

    別途積立金 ― 197,501 ―

    繰越利益剰余金 ― 80,216 ―

   利益剰余金合計 ― ― 280,287 72.1 ― ―

 ４ 自己株式 ― ― △529 △0.1 ― ―

   株主資本合計 ― ― 318,420 81.9 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― ― 4,802 1.3 ― ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ― 4,802 1.3 ― ―

   純資産合計 ― ― 323,223 83.2 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 388,703 100.0 ― ―



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
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 103,493 100.0 97,741 100.0 196,666 100.0

Ⅱ 売上原価 54,416 52.6 52,294 53.5 105,553 53.7

   売上総利益 49,077 47.4 45,446 46.5 91,112 46.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 14,375 13.9 12,168 12.5 26,399 13.4

   営業利益 34,701 33.5 33,278 34.0 64,713 32.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 3,268 3.2 2,910 3.0 4,064 2.1

Ⅴ 営業外費用 6 0.0 29 0.0 35 0.0

   経常利益 37,963 36.7 36,158 37.0 68,741 35.0

Ⅵ 特別利益 1 0.0 439 0.4 1,017 0.5

Ⅶ 特別損失 50 0.1 1 0.0 111 0.1

   税引前中間(当期) 
   純利益

37,914 36.6 36,596 37.4 69,647 35.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

14,296 13,786 27,053

   法人税等調整額 305 14,602 14.1 △31 13,754 14.0 33 27,086 13.8

   中間(当期)純利益 23,312 22.5 22,842 23.4 42,561 21.6

   前期繰越利益 44,815 ― 44,815

   中間配当額 ― ― 3,411

   中間(当期)未処分 
   利益

68,128 ― 83,964



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。 

項目

株   主   資   本
評価・換算 

差  額  等

純資産  

合 計
資本金

資本剰余金 利  益  剰  余  金

自己  

株式

株 主

資 本

合 計

その他 

有価証券 

評価差額金
資 本 

準備金

その他 

資 本 

剰余金

利 益 

準備金

その他利益剰余金

特 別

償 却

準備金

別 途

積立金

繰 越  

利 益  

剰余金

平成18年３月31日残高 

     (百万円)
14,840 23,750 71 2,555 21 177,501 83,964   △514 302,191 6,201 308,392

中間会計期間中の変

動額

 剰余金の配当(注)  △6,335  △6,335   △6,335

 役員賞与(注)  △262   △262    △262

 別途積立金積立(注) 20,000  △20,000    ―    ―

 特別償却準備金 

 取崩(注)
  △8 8    ―    ―

 中間純利益 22,842 22,842 22,842

 自己株式の取得   △15   △15   △15

 自己株式の処分 0 0 1 1

 株主資本以外の項 

 目の中間会計期間 

 中の変動額(純額)

   △1,398   △1,398

中間会計期間中の変

動額合計(百万円)
  ―   ― 0  ―   △8 20,000   △3,748   △14 16,229    △1,398 14,830

平成18年９月30日残高 

     (百万円)
14,840 23,750 72 2,555 13 197,501 80,216  △529 318,420 4,802 323,223



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

  満期保有目的の債券

   …償却原価法(定額法)

  子会社株式及び関連会社株式

   …移動平均法による原価法

  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）

   

   時価のないもの

    …移動平均法による原価法

１ 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

  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）

   時価のないもの

    …同左

１ 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

  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

    …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) たな卸資産 

  商品・製品・原材料 

   …総平均法による原価法 

  仕掛品……個別原価法 

  貯蔵品……最終仕入原価法

 (2) たな卸資産

  商品・製品・原材料

   …同左

  仕掛品……同左

  貯蔵品……同左

 (2) たな卸資産

  商品・製品・原材料

   …同左

  仕掛品……同左

  貯蔵品……同左

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

 定率法によっております。耐用

年数及び残存価額については、法

人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。 

 ただし、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)については定額法によっており

ます。 

 なお、取得価額10万円以上20万

円未満の資産については、３年間

で均等償却する方法によっており

ます。

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (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。耐用

年数については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によってお

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)

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

実績率によっており、貸倒懸念債

権及び破産更生債権については

個々の債権について回収不能見込

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

   同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   同左

      

      ―――――

  

 

 

 (2) 賞与引当金

 従業員に対する賞与の支給に充

てるため、支給見込額に基づき計

上しております。

(2) 役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に充て

るため、支給見込額のうち当中間

会計期間に見合う分を計上してお

ります。

 (3) 賞与引当金

   同左

 

      ―――――

 

 

 

 (2) 賞与引当金

   同左

 (3) 役員退職慰労引当金

 役員に対する退職慰労金の支出

に充てるため、内規に基づく中間

期末要支給額の100％を計上してお

ります。

 (4) 役員退職慰労引当金

   同左

 (3) 役員退職慰労引当金

 役員に対する退職慰労金の支出

に充てるため、内規に基づく期末

要支給額の100％を計上しておりま

す。

 (4) 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

付債務の見込み額に基づき、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。

 なお、過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(５

年)による按分額を費用処理してお

ります。

 また、数理計算上の差異につい

ては、各期の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

(５年)による按分額をそれぞれ発

生年度より費用処理しておりま

す。

 (5) 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、当期末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しておりま

す。

 なお、過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(５

年)による按分額を費用処理してお

ります。

 数理計算上の差異については、

各期の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(５年)

による按分額をそれぞれ発生年度

より費用処理しております。

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。

４ リース取引の処理方法

  同左

４ リース取引の処理方法

  同左

５ 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

 (1) 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、税抜き方式によっておりま

す。

５ 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

 (1) 消費税等の会計処理

   同左

５ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

 (1) 消費税等の会計処理

     同左



会計方針の変更 

  

 
  

  

 表示方法の変更 

  

 
  

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」(企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号)を適用しております。 

 これによる損益への影響はあり

ません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日企業会計基準第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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は323,223百万円であ

ります。 

 また、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間より「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当期より「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

業会計基準委員会 平成15年10月

31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。

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)

（中間貸借対照表）          

  「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16

年12月１日より適用になったこと及び「金融商品会計

に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が

平成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当中間

会計期間から投資事業有限責任組合及びそれに類する

組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）を有価証券として表示する方法

に変更いたしました。これにより、従来、投資その他

の資産「その他」に含めていた当該出資額（当中間会

計期間79百万円）は流動資産「有価証券」に含めて表

示しております。 

 なお、前中間会計期間末の投資その他の資産「その

他」に含まれる当該出資額は91百万円であります。  

 

          

          ―――――



 注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 

  

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

(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) 

自己株式に関する事項 

   
(注) 増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求に応じたものであります。 

  

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 有形固定資産の減価償却累計

額

9,860百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

11,692百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

10,455百万円

 ２ 受取手形裏書譲渡高

138百万円

 ２ 受取手形裏書譲渡高

72百万円

 ２ 受取手形裏書譲渡高

129百万円

※３ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。

※３ 消費税等の取扱い

   同左

※３   ―――――

       

  ―――――

※４ (追加情報) 

 中間会計期間末日満期手形の

処理 

 中間会計期間末日満期手形は

手形交換日をもって決済処理し

ております。従って、当中間会

計期間末日は金融機関の休日の

ため、同日満期手形が以下の科

目に含まれております。 

  受取手形  4,987百万円

      

  ―――――

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 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 418百万円

受取配当金 2,520百万円

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 366百万円

受取配当金 2,112百万円

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 785百万円

受取配当金 2,520百万円

 ２ 減価償却実施額

   (1) 有形固定資産

1,441百万円

   (2) 無形固定資産

31百万円

 ２ 減価償却実施額

   (1) 有形固定資産

1,286百万円

   (2) 無形固定資産

25百万円

 ２ 減価償却実施額

  (1) 有形固定資産

3,288百万円

  (2) 無形固定資産

58百万円

株式の種類
前事業年度末 

(平成18年３月31日)
増加 減少

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

普通株式(株) 122,206 2,163 210 124,159



(リース取引関係) 

  

 
  

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)

 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

 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

 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

減価償却 
累計額 
相当額

中間期末
残高 
相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

その他

(機械及
び装置) 9 6 2

( 工 具・
器具・備
品)

405 215 189

(その他) 22 12 9

計 436 234 202
 

取得価額
相当額

減価償却
累計額 
相当額

中間期末
残高 
相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

その他

(機械及
び装置) 49 10 38

( 工 具・
器具・備
品)

357 250 106

(その他) 37 18 18

計 444 280 163
 

取得価額
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

その他

(機械及
び装置) 28 7 21

( 工 具・
器具・備
品)

388 238 149

(その他) 29 15 13

計 446 261 184

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 94百万円

１年超 109百万円

  計 204百万円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 89百万円

１年超 76百万円

  計 165百万円

② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 93百万円

１年超 92百万円

  計 185百万円

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 52百万円

減価償却費 
相当額

51百万円

支払利息 
相当額

1百万円

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 50百万円

減価償却費
相当額

49百万円

支払利息
相当額

0百万円

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 104百万円

減価償却費
相当額

102百万円

支払利息
相当額

1百万円

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

  ・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。

  ・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。

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

  ・減価償却費相当額の算定方法

   同左

  ・利息相当額の算定方法

   同左

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

  ・減価償却費相当額の算定方法

   同左

  ・利息相当額の算定方法

   同左



(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

  

 
  

  

  

(2) 【その他】 

第42期中間配当について、平成18年11月９日開催の取締役会において、平成18年９月30日現在の株主

名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いた

しました。 

 
  

種類

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日現在)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日現在)

前事業年度末 
(平成18年３月31日現在)

中間貸借
対 照 表
計 上 額 
(百万円)

時価 
(百万円)

差額 
(百万円)

中間貸借
対 照 表
計 上 額 
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

貸    借
対 照 表
計 上 額 
(百万円)

時価 
(百万円)

差額 
(百万円)

関連会社 
株  式

― ― ― 2,044 17,523 15,479 ― ― ―

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)

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。

① 中間配当金の総額 4,873百万円

② １株当り中間配当金 50.00円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成18年12月８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。 

  

 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第41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１２月１４日

株 式 会 社 Ｓ Ａ Ｎ Ｋ Ｙ Ｏ 

（登記社名 株式会社 三 共） 

取 締 役 会  御 中 

  

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

Ｏ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ＳＡＮＫＹＯ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 

  

 （※）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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 樋 口 節 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 﨑 博 行 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１５日

株 式 会 社  Ｓ Ａ Ｎ Ｋ Ｙ Ｏ 

（登記社名 株式会社 三 共） 

取 締 役 会  御 中 

  

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

Ｏ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、株式会社ＳＡＮＫＹＯ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 

  

 （※）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。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 樋 口 節 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 入 江 秀 雄 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１４日

株 式 会 社 Ｓ Ａ Ｎ Ｋ Ｙ Ｏ 

（登記社名 株式会社 三 共） 

取 締 役 会  御 中 

  

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

Ｏの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第４１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ＳＡＮＫＹＯ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

  

 （※）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。 

  

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 樋 口 節 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 﨑 博 行 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１５日

株 式 会 社  Ｓ Ａ Ｎ Ｋ Ｙ Ｏ 

（登記社名 株式会社 三 共） 

取 締 役 会  御 中 

  

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

Ｏの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第４２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、株式会

社ＳＡＮＫＹＯ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 

  

 （※）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。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 樋 口 節 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 入 江 秀 雄 
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