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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) 売上高には消費税等は含まれておりません。 

  

回次 第72期中 第73期中 第74期中 第72期 第73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 (千円) 6,647,656 7,432,081 7,671,605 14,127,607 15,290,088 

経常利益 (千円) 120,551 577,647 458,700 670,898 1,022,725 

中間(当期)純利益 (千円) 70,792 172,952 242,342 363,137 467,094

純資産額 (千円) 10,011,731 10,884,700 11,602,096 10,431,982 11,748,418 

総資産額 (千円) 21,195,549 22,439,351 23,935,532 22,255,913 23,307,668 

１株当たり純資産額 (円) 726.67 787.00 831.30 754.88 840.55 

１株当たり中間(当期)純
利益 

(円) 5.13 12.52 17.42 25.18 32.34

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益 

(円) 5.08 12.25 17.06 24.82 31.59

自己資本比率 (％) 47.2 48.5 48.5 46.9 50.4 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 481,068 △114,865 975,513 558,761 528,973

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 93,641 △395 △79,165 △245,592 △67,075

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △178,546 △50,929 △80,987 △566,226 △108,868

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 3,545,240 2,729,827 4,064,407 2,896,018 3,249,047

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(人) 
448 
[38]

445
[44]

466
[45]

448 
[48]

439
[45]



(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72期中 第73期中 第74期中 第72期 第73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 (千円) 6,308,635 6,932,635 7,115,556 13,412,111 14,365,147 

経常利益 (千円) 81,524 517,554 393,650 583,789 927,178 

中間(当期)純利益 (千円) 45,800 144,700 200,626 326,062 419,478

資本金 (千円) 2,658,400 2,658,400 2,658,400 2,658,400 2,658,400 

発行済株式総数 (千株) 15,160 15,160 15,160 15,160 15,160 

純資産額 (千円) 10,014,472 10,845,457 11,501,177 10,422,567 11,683,638 

総資産額 (千円) 20,963,727 22,137,491 23,483,019 21,933,156 22,955,839 

１株当たり純資産額 (円) 726.87 784.16 824.07 754.27 836.01 

１株当たり中間(当期)純
利益 

(円) 3.32 10.48 14.42 22.57 29.00

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益 

(円) 3.29 10.25 14.12 22.25 28.33

１株当たり配当額 (円) 2.00 3.75 4.50 5.75 9.00

自己資本比率 (％) 47.8 49.0 49.0 47.5 50.9 

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(人) 
427 
[37]

426
[42]

428
[43]

428 
[39]

418
[43]



２ 【事業の内容】 

主要な関係会社の異動 

産業機械関連事業 

 主に当社商品の塗装並びに組立を行うため西部ペイント株式会社を設立し、連結子会社といたしました。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、当社グループの産業機械関連事業での塗装並びに組立を行うために下記の会社を設

立し、連結子会社といたしました。 

  

  

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) 従業員は就業人員であり、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数で記載しておりま

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数で記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

提出会社の労働組合は全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会に属し、平成18年９月30日現在における

組合員数は339名であります。 

なお、労使関係については円満に推移しております。 

連結子会社には、労働組合は組織されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

名称 住所 資本金
(千円) 

主要な
事業の内容 

議決権の
所有割合 
(％) 

関係内容 

(連結子会社)       

西部ペイント株式会社 福岡県古賀市 10,000
産業機械関
連事業 

100.0
当社商品の塗装・組立を
している。 
役員の兼任なし。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

産業機械関連事業 456[ 44] 

その他の事業 10[  1] 

合計 466[ 45] 

従業員数(人) 428[43] 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間のわが国経済は、原油高という懸念材料を内包しながらも、設備投資や輸出など民需が堅調に推

移し、景気は緩やかな回復を辿ってまいりました。 

 この様な情勢の中で、当社グループは新商品の開発、提案型営業の積極的展開、品質ならびに生産性の向上、更には

コストダウンや経費の削減に全社を挙げて努力してまいりました。その結果、当社グループの連結業績は、公共投資の

抑制などの影響もありましたが、設備投資ならびに輸出関連などの伸びによって、受注高は８３億１千９百万円（前年

同期比15.0%増）、売上高は７６億７千１百万円（前年同期比3.2％増）となりました。また、経常利益は、価格競争や

原材料価格の上昇の影響もあり４億５千８百万円（前年同期比 20.6%減）に止まりましたが、特別損失の減少等に伴い

中間純利益は２億４千２百万円（前年同期比 40.1%増）と増加いたしました。 

  

各部門別の概況は次のとおりであります。 

  

（搬送機械） 

  

  搬送機械部門では、国内の設備投資が堅調に推移するなか、小型自動倉庫や製造業の生産物流分野などにも既存

ピッキングシステムや新商品を使ったソリューションを提案するとともにサービス・メンテナンスにも注力し、拡

販を図ってまいりました。その結果、受注高は、新商品の寄与や大口物件の成約によって３６億３千５百万円（前

年同期比15.0%増）となりましたが、売上高は前年同期には大口物件の計上があったことの反動によって、３３億７

千８百万円（前年同期比12.0%減）となりました。 

  

（産業機械） 

  

  産業機械部門では、新商品を国内外市場に投入するとともに、民間需要の掘り起こしならびにサービス・メンテ

ナンスの受注に注力いたしました。しかし、公共投資抑制等の影響を受け、受注高は１５億９千６百万円（前年同

期比11.9%減）となりました。売上高は、前期末受注残の売上計上等により１４億９千８百万円（前年同期比4.0%

増）と増加いたしました。 

  

（精密機械） 

   

精密機械部門では、新商品の市場投入ならびに新規商社の開拓や輸出に注力いたしました。放電機械は、半導体や

デジタル家電向け、工作機械は、光学市場の新規顧客開拓や自動車・IT市場などに拡販を行なってまいりました。そ

の結果、受注高は２７億３百万円（前年同期比33.8%増）、売上高は２４億２千５百万円（前年同期比27.4%増）と大

幅な増加となりました。 

  

（そ の 他） 

  

その他の部門では、立体駐車装置の改造や営繕関係が増加し、受注高は３億８千４百万円（前年同期比 58.7%

増）、売上高は３億６千９百万円（前年同期比 48.0%増）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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、投資活動によるキャッシ

ュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローは減少しましたが、営業活動によるキャッシュ・フローの増加によ

り、前連結会計年度末に比べ８億１千５百万円増加し、４０億６千４百万円となりました。 

  

当中間連結会計期間における、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、増加した資金は９億７千５百万円（前年同期は１億１千４百万円の減少）となりました。これは、

主に法人税等の支払２億４千１百万円の支出要因がありましたものの、税金等調整前中間純利益３億９千６百万円に加

え、売上債権の減少１億１千６百万円や棚卸資産の減少２億１千６百万円、仕入債務の増加４億７千万円があったこと

によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、減少した資金は７千９百万円（前年同期は０百万円の減少）となりました。これは、主に前受金の

増加５億１百万円がありましたものの、長期性預金の預入れによる支出５億円や有形固定資産の取得による支出６千７

百万円があったこと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） 

財務活動の結果、減少した資金は８千万円（前年同期は５千万円の減少）となりました。これは、主に配当金の支払

い７千４百万円を行っ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) 生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 
  

(注) １ 金額は販売価格によっております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

        

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間の受注状況を製品別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は販売価格によっております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

製品別 

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) 

生産高(千円) 前年同期比(％) 

搬送機械 3,081,669 △24.4 

産業機械 1,525,166 4.4 

精密機械 2,454,213 24.3 

その他 369,166 48.8 

合計 7,430,215 △4.2 

製品別 

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) 

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

搬送機械 3,635,436 15.0 3,516,513 18.5 

産業機械 1,596,737 △11.9 823,805 △16.9 

精密機械 2,703,400 33.8 1,288,264 66.0 

その他 384,139 58.7 81,209 44.7 

合計 8,319,714 15.0 5,709,792 19.2 



(3) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 
  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

製品別 

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) 

販売高(千円) 前年同期比(％) 

搬送機械 3,378,250 △12.0 

産業機械 1,498,412 4.0 

精密機械 2,425,776 27.4 

その他 369,166 48.0 

                      合計 7,671,605 3.2 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の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、経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループは、「超精密とメカトロメーションの追求」を商品政策の基本とし、お客様のニーズに応えるユニー

クな商品づくりと、ご満足いただくための完璧な商品の提供をめざし研究開発活動に取り組んでおります。 

研究開発は、各部門で行われており、研究開発専任スタッフは２２名で、これは総従業員の4.7％にあたっておりま

す。 

当中間連結会計期間における研究開発費は、１億７千万円であり、各部門における研究開発の成果と研究開発費は

次のとおりであります。 

（搬送機械） 

  搬送機械部門では、種まきブーメランシステムを開発しました。このシステムは、コンパクトなケースソータと少

数棚のデジタル表示システムの組合せで、ピース単位での多品種少量仕分けと仕分け後の荷揃えを自動で行う、全く

新しい物流ソリューションです。ケースフローラックにデジタル表示器を装着した棚は、ピッキング済みの空ケース

を取り除き背後から新しいケース（商品）が流れてくることによって、１間口で複数の間口分の働きをします。ピッ

カー（作業者）は、通常のデジタルピッキングと同様の作業を行い、ピッキングした商品をコンベヤ上のプラスチッ

クコンテナに投入します。予定全ての商品のピッキングが完了したプラスチックコンテナは、完成品ラインへ仕分け

されます。未完了のプラスチックコンテナは一時ストレージラインへ仕分けされ、新しい商品のピッキングが始まる

まで待機します。この仕分けには、新たに開発したベルト式ＥＥソータを使用しています。ベルトを使用することに

より、プラスチックコンテナの滑りを防ぎ、指定された分岐口へ正確に直角分岐、仕分けをします。完成プラスチッ

クコンテナは、配送逆順となるようマージ合流させて払い出します。 

また、地震対策仕様（震度６相当）のため、棚の前後にはストッパーを設け、バケットのラックからの落下防止を

行い、当社独自のプッシュプル動作と把持動作で移載する方式を採用しています。 

当部門の研究開発費は、７千４百万円であります。 

  

（産業機械） 

  産業機械部門では、次世代アクチュエータとして、Semflex-V シリーズとSemflex-LPシリーズをラインアップし発

売を開始いたしました。Vシリーズは、小形・軽量のバルブアクチュエータであり、検出部を電子化し大変シンプルな

構造になっています。また、インテリジェントユニットを標準搭載していますので、種々の設定・操作が操作パネル

から簡単に行なえます。さらに、IP68を標準とし対環境性を向上しています。LPシリーズは、電子ユニット・サーボ

ドライブの採用により、画期的な小形・軽量、コンパクトデザイン（従来比1/2以下）で設置スペースを最小化しまし

た。開閉速度が高速化され、更に段階的な変更が可能であり、リトライ、フラッシング機能も備えています。 

  当部門の研究開発費は、４千６百万円であります。 

  

（精密機械） 

精密機械の放電機械は、コネクターおよびリードフレーム金型向けにＭＰ２５０Ｓ機を開発しており、さらに差別

化を図る意味から、アプリケーション技術の充実を図りました。その技術は、業界No.1の供給確率を誇る、自動ワイ

ヤ供給装置の特徴を生かし他社が追従できない細穴での供給を確立する事ができました。スタートホール（下穴）φ



0.08穴に対して、ワイヤ線φ0.05を自動で供給することができます。この供給技術はさらに市場の幅を広げ、化繊ノ

ズル業界にとっても画期的なことであります。 

  工作機械は高精密自由形状研削加工機を開発いたしました。この商品の特徴は、ポイント加工をするため、今まで

不可能だったＲ形状・テ－パ・ストレ－トなどの連続的な形状を内径および外径に高精度かつ高効率に加工できるこ

とです。また、内研による真円度も汎用内研機では１µｍ以下は難しいと言われていますが、当機の加工精度は内径ス

トレ－ト部で0.09µｍ、テ－パ部で0.15µｍと抜群の精度を誇ります。また、ゼロ研（ゼロカット）も当機は１回で完

了し、（通常、汎用内研削機では20回程度）加工時間の短縮ができます。 

当部門の研究開発費は、４千９百万円であります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

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

（注）生産能力に重要な影響はありません。 

  

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売却の計画は次のとおりであります。 

（注）生産能力に重要な影響はありません。 

  

  

会社名 

事業所 
所在地 

事業内容

又は生産

品目 

設備

の 

内容 

設備予定金額 
資金調

達 

方法 

着工及び完了

予定 
完成後の 

増加能力 総額 

(千円) 

既 支 払

額 

(千円) 

着工 
完成 

予定 

提 出 会

社 

本 社 工

場 

福岡県 

古賀市 
産業機械 工場 750,000 1,899 

自己資

金 

平 成

18 年

7月 

平 成

19年1

月 

生産能力 

30%増 

提 出 会

社 

本 社 工

場 

福岡県 

古賀市 

搬送機械 

産業機械 

その他 

事 務

所 
521,000 1,899 

自己資

金 

平 成

18 年

7月 

平 成

19年1

月 

（注） 

会社名 

事業所 
所在地 

事業内容又 

は生産品目 

設備の 

内容 

帳簿価額 

(千円) 

売却の       

予定年月 
売却による減少能力 

提出会社 

賃貸資産 

福岡県 

福岡市 
その他 土地 1,158,989 平成18年12月 （注） 



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】 

  

(注) 提出日現在の発行数には、平成18年12月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含

まれておりません。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 32,980,000 

計 32,980,000 

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20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 15,160,000 15,160,000 
大阪証券取引所 
市場第二部 
福岡証券取引所 

― 

計 15,160,000 15,160,000 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりでありま

す。 

① 平成14年６月27日定時株主総会の決議 

  

(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式より、払込価額を調

整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行後時価を下回る価額での新株発行(新株予約権行使の場合を除く)または自己株式の処分を行う場合

は、次の算式により、上記１株当りの払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成18年９月30日現在) 

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日現在) 

新株予約権の数 181個 177個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式数 181,000株 177,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当り221円 (注) 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年10月１日
至 平成19年９月30日 

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格    221円
資本組入額    111円 

同左

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割り当てを受け
た者は、権利行使時において
も当社、子会社または関連会
社の取締役、監査役、従業員
およびその他これらに準ずる
地位を保有していることを要
する。ただし、任期満了に伴
う退任、定年退職その他正当
な理由のある場合はこの限り
ではない。 
新株予約権の一部行使は認め
ない。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡、質入その他一切の処分
は認めない。 

同左

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当りの払込金額 

調整後払込価額＝調整前払込価額× 
１株当りの時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 



② 平成15年６月27日定時株主総会の決議 

  

(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式より、払込価額を調

整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行後時価を下回る価額での新株発行(新株予約権行使の場合を除く)または自己株式の処分を行う場合

は、次の算式により、上記１株当りの払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成18年９月30日現在) 

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日現在) 

新株予約権の数 256個 248個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式数 256,000株 248,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当り249円 (注) 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年10月１日
至 平成20年９月30日 

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格    249円
資本組入額    125円 

同左

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割り当てを受け
た者は、権利行使時において
も当社、子会社または関連会
社の取締役、監査役、従業員
およびその他これらに準ずる
地位を保有していることを要
する。ただし、任期満了に伴
う退任、定年退職その他正当
な理由のある場合はこの限り
ではない。 
新株予約権の一部行使は認め
ない。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡、質入その他一切の処分
は認めない。 

同左

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当りの払込金額 

調整後払込価額＝調整前払込価額× 
１株当りの時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

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

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 303 千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 240 千株 

    

２，上記の他当社所有の自己株式 1,203 千株( 7.93 ％)があります。 

  

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
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成18年４月１日～ 
平成18年９月30日 

― 15,160 ― 2,658,400 ― 992,895

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(％) 

株式会社安川電機 北九州市八幡西区黒崎城石2番1号 2,630 17.34 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 650 4.29 

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神二丁目13番1号 633 4.17 

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 626 4.12 

株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 589 3.88 

西部電機従業員持株会 福岡県古賀市駅東三丁目3番1号 511 3.37 

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 303 1.99

住友生命保険相互会社 
（特別勘定） 

 東京都中央区築地七丁目18番24号 296 1.95

エスジーエスエス／エスジービ
ーティー ルクス (常任代理人 
香港上海銀行 東京支店）  

 SOCIETE GENERALE 29 BOULEVARD  
HAUSSMANN PARIS－FRANCE 
（東京都中央区日本橋三丁目11-1） 

289 1.90 

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 247 1.62 

計 ― 6,776 44.69 



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

(注) 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式 443 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 

  

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 

1,203,000 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

13,760,000 13,760 
― 

単元未満株式 
普通株式 

197,000 
― ― 

発行済株式総数 15,160,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 13,760 ― 

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） 
西部電機株式会社 

  
福岡県古賀市駅東 
三丁目３－１ 

1,203,000 ― 
  

1,203,000 
 

7.93 

計 ― 1,203,000 ― 1,203,000 7.93 



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は大阪証券取引所(市場第二部)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において、役員の異動は次のとおりでありま

す。 

役職の異動 

  

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 757 829 815 740 650 622 

最低(円) 680 745 700 600 620 580 

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日 

取締役 
（品質担当兼産業機械事業部長） 

取締役 
（産業機械担当兼品質担当） 

木村    馥 平成18年10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、新日本監査法人により中間監査を受けております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成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(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

１ 現金及び預金     2,729,827   4,064,407    3,249,047  

２ 受取手形及び売掛金 ※６   5,870,362   5,823,925    5,940,729  

３ 棚卸資産     2,135,536   1,557,265    1,774,185  

４ 繰延税金資産     159,388   159,111    207,142  

５ その他     90,351   108,244    81,140  

貸倒引当金     △18,595   △11,243    △11,082  

流動資産合計     10,966,870 48.9  11,701,711 48.9   11,241,163 48.2

Ⅱ 固定資産                

１ 有形固定資産 ※１              

(1) 建物及び構築物 ※２ 709,986    681,146   716,082    

(2) 機械装置 
  及び運搬具 ※２ 346,207   309,511 331,077   

(3) 土地 ※２ 5,207,714    5,228,714   5,207,714    

(4) その他 ※２ 91,339 6,355,248  110,706 6,330,079  97,937 6,352,812  

２ 無形固定資産     11,075   16,134    17,885   

３ 投資その他の資産                

(1) 投資有価証券 ※2,3 2,692,753    3,246,458   3,717,857    

(2) 繰延税金資産   782,405    536,439   355,299    

(3) 投資不動産 ※２ 1,167,526    1,178,840   1,178,840    

(4) その他   505,872    955,868   473,808    

 貸倒引当金   △42,400 5,106,157  △30,000 5,887,606  △30,000 5,695,806  

固定資産合計     11,472,481 51.1  12,233,820 51.1   12,066,504 51.8

資産合計     22,439,351 100.0  23,935,532 100.0   23,307,668 100.0

           
           



  

  

    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(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)                

Ⅰ 流動負債                

１ 支払手形及び買掛金 ※６   3,560,064   4,046,146    3,576,802  

２ 短期借入金     819,320   900,570    900,570  

３ 未払費用     713,738   807,862    804,820  

４ 未払法人税等     156,295   110,415    261,445  

５ その他     83,360   692,512    185,904  

流動負債合計     5,332,779 23.8  6,557,507 27.4   5,729,542 24.6

Ⅱ 固定負債                

１ 長期借入金 ※２   681,640   567,320    569,480  

２ 長期未払金     ー   488,027    509,298  

３ 退職給付引当金     3,049,100   2,215,010    2,242,824  

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債    2,487,888 2,499,670   2,499,670 

５ その他     3,243   5,899    8,433  

固定負債合計     6,221,871 27.7  5,775,927 24.1   5,829,707 25.0

負債合計     11,554,651 51.5  12,333,435 51.5   11,559,249 49.6

                 

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     2,658,400 11.9  ― ―   2,658,400 11.4

Ⅱ 資本剰余金     2,495,650 11.1  ― ―   2,500,966 10.7

Ⅲ 利益剰余金     1,391,561 6.2  ― ―   1,633,838 7.0

Ⅳ 土地再評価差額金     3,664,399 16.3  ― ―   3,652,617 15.7

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金    933,177 4.2 ― ―   1,541,477 6.6

Ⅵ 自己株式     △258,488 △1.2  ― ―   △238,881 △1.0

資本合計     10,884,700 48.5  ― ―   11,748,418 50.4

負債及び資本合計     22,439,351 100.0  ― ―   23,307,668 100.0

           



  

  

    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(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     ― ―  2,658,400 11.1   ― ―

２ 資本剰余金     ― ―  2,501,455 10.5   ― ―

３ 利益剰余金     ― ―  1,783,502 7.4   ― ―

４ 自己株式     ― ―  △244,134 △1.0   ― ―

株主資本合計     ― ―  6,699,223 28.0   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― ― 1,250,256 5.2   ― ―

２ 土地再評価差額金     ― ―  3,652,617 15.3   ― ―

評価・換算差額等 
合計    ― ― 4,902,873 20.5   ― ―

純資産合計     ― ―  11,602,096 48.5   ― ―

負債純資産合計     ― ―  23,935,532 100.0   ― ―

           



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(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高     7,432,081 100.0  7,671,605 100.0   15,290,088 100.0

Ⅱ 売上原価     5,345,221 71.9  5,751,035 75.0   11,223,668 73.4

売上総利益     2,086,860 28.1  1,920,570 25.0   4,066,420 26.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   1,520,426 20.5  1,497,576 19.5   3,054,398 20.0

営業利益     566,434 7.6  422,993 5.5   1,012,022 6.6

Ⅳ 営業外収益                

１ 受取利息   2,318    2,313   4,603    

２ 受取配当金   12,132    20,667   17,373    

３ 財産貸付料   2,744    2,692   5,425    

４ 技術提携料   10,448    14,212   10,448    

５ その他   7,169 34,813 0.5 14,672 54,558 0.7 13,046 50,897 0.3

Ⅴ 営業外費用                

１ 支払利息   11,347    9,130   21,472    

２ 支払手数料   8,190    6,257   9,731    

３ 障害者雇用納付金   3,200    3,040   4,800    

４ その他   862 23,599 0.3 423 18,851 0.2 4,189 40,194 0.2

経常利益     577,647 7.8  458,700 6.0   1,022,725 6.7



  

  
  

    
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(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅵ 特別利益                

１ 投資有価証券売却益   4,971    ―   9,314    

２ 受取火災保険金   6,380    ―   6,755    

３ その他   264 11,615 0.1 ― ― ― 112,700 128,770 0.8

Ⅶ 特別損失                

１ 役員退職慰労金   167,813    1,800   167,813    

２ 固定資産廃棄損 ※２ 50,014    21,637   51,036    

３ 棚卸資産廃棄損   37,538    16,241   80,189    

４ 減損損失 ※３ 9,692    ―   9,692    

５ 棚卸資産評価損   5,443    ―   ―    

６ 工場移設費   ―    18,937   ―    

７ その他   227 270,729 3.6 3,510 62,127 0.8 7,094 315,825 2.0

税金等調整前中間 
(当期)純利益    318,533 4.3 396,573 5.2   835,670 5.5

法人税、住民税 
及び事業税   137,202   92,427 389,679   

法人税等調整額   8,377 145,580 2.0 61,803 154,231 2.0 △21,103 368,575 2.4

中間(当期)純利益     172,952 2.3  242,342 3.2   467,094 3.1

           



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(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     2,494,232   2,494,232 

Ⅱ 資本剰余金増加高           

 １ 自己株式処分差益   1,418 1,418 6,734 6,734 

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

2,495,650 2,500,966

(利益剰余金の部)           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     1,286,376   1,286,376 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

 １ 中間（当期）純利益   172,952 172,952 467,094 467,094 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

 １ 配当金   51,742   103,608   

 ２ 役員賞与   16,025 67,767 16,025 119,633 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

1,391,561 1,633,838

   



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) 

  

  

  

  
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(千円) 2,658,400 2,500,966 1,633,838 △238,881 6,554,323 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当 ー ー △73,258 ー △73,258 

 役員賞与 ー ー △19,420 ー △19,420 

 中間純利益 ー ー 242,342 ー 242,342 

自己株式の取得 ー ー ー △8,246 △8,246 

 自己株式の処分 ー 489 ー 2,994 3,483 

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) 
ー ー ー ー ー 

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
ー 489 149,664 △5,252 144,900 

平成18年９月30日残高(千円) 2,658,400 2,501,455 1,783,502 △244,134 6,699,223 

  

評価・換算差額等 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価
差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,541,477 3,652,617 5,194,095 11,748,418 

中間連結会計期間中の変動額         

剰余金の配当 ー ー ー △73,258 

 役員賞与 ー ー ー △19,420 

 中間純利益 ー ー ー 242,342 

自己株式の取得 ー ー ー △8,246 

 自己株式の処分 ー ー ー 3,483 

 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) 
△291,221 ー △291,221 △291,221 

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
△291,221 ー △291,221 △146,321 

平成18年９月30日残高(千円) 1,250,256 3,652,617 4,902,873 11,602,096 



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(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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 

 318,533 396,573 835,670

減価償却費   72,138 67,572 148,267 

減損損失   9,692 ― 9,692 

退職給付引当金の増加・ 
減少(△)額 

 △5,803 △27,813 △812,079

貸倒引当金の増加・ 
減少(△)額 

 2,226 161 △17,686

受取利息及び受取配当金   △14,450 △22,980 △21,976 

支払利息   11,347 9,130 21,472 

投資有価証券売却益   △4,971 ― △9,314 

固定資産廃棄損   50,014 21,637 51,036 

売上債権の増加(△)・ 
減少額 

 189,868 116,804 119,501

棚卸資産の増加(△)・ 
減少額 

 △283,553 216,920 61,273

仕入債務の増加・ 
減少(△)額 

 △7,739 470,511 5,741

未払金の増加・減少（△）
額 

 ― △1,934 84,883

未払消費税等の増加・ 
減少(△)額 

 △57,293 △10,707 △35,549

未払費用の増加・ 
減少(△)額 

 △84,311 3,041 27,620

前受金の増加・減少(△)額   △31,681 7,312 △32,270 

長期未払金の増加・減少

（△）額 
  ― △21,271 509,298 

役員賞与の支払額   △16,025 △19,420 △16,025 

その他   △25,396 △2,297 △13,081 

小計   122,593 1,203,239 916,474 

利息及び配当金の受取額   14,450 22,980 21,976 

利息の支払額   △11,058 △9,385 △20,829 

法人税等の支払額   △240,852 △241,322 △388,647 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △114,865 975,513 528,973

          



  

    
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(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

長期性預金 
の預入れによる支出 

 △300,000 △500,000 △300,000

長期性預金 
の払戻しによる収入 

 300,000 ― 300,000

有形固定資産 
の取得による支出 

 △21,573 △67,942 △100,631

有形固定資産 
の売却による収入 

 618 ― 1,856

投資有価証券 
の取得による支出 

 △1,048 △27,892 △11,884

投資有価証券 
の売却による収入 

 20,616 289 32,014

貸付による支出   △10,654 ― △9,835 

貸付金の回収による収入   12,367 15,380 28,924 

前受金の増加・減少(△)額   ― 501,000 ― 

その他   △720 ― △7,520 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △395 △79,165 △67,075

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の純増加額  ― ― 81,250
長期借入金の返済 
による支出 

 △2,160 △2,160 △114,320

自己株式の処分 
による収入 

 11,271 3,483 43,234

自己株式の取得 
による支出 

 △8,548 △8,246 △15,588

配当金の支払額   △51,492 △74,063 △103,443 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △50,929 △80,987 △108,868

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
増加額・減少(△)額 

 △166,191 815,359 353,029

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 2,896,018 3,249,047 2,896,018

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 2,729,827 4,064,407 3,249,047

    
    



  
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

  

  

  

  

  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成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 

すべての子会社を連結し

ております。 

連結子会社  ２社 

 西電興産㈱ 

 ㈱西部ハイテック 

すべての子会社を連結し

ております。 

連結子会社  ３社 

西電興産㈱ 

㈱西部ハイテック 

 西部ペイント㈱ 

上記のうち、㈱西部ペイ 

ントについては、当中間 

連結会計期間において新 

たに設立したため、連結 

の範囲に含めておりま 

す。 

すべての子会社を連結し

ております。 

連結子会社  ２社 

西電興産㈱ 

㈱西部ハイテック 

  

２ 持分法の適用に関

する事項 

持分法を適用する関連会 

社はありません。 

同左 同左 

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

間会計期間の末日は、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事

業年度の末日は、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 

  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

総平均法により算

定) 

① 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、

売却原価は総平均

法により算定) 

① 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

   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、売却原価は総平

均法により算定) 

    時価のないもの 

   総平均法による原価

法 

  時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

  ② 棚卸資産 

  仕掛品 

   注文品 

   個別法による原価法 

   標準品 

   主に総平均法による

原価法 

  原材料及び貯蔵品 

   主に先入先出法によ

る原価法 

② 棚卸資産 

同左 

② 棚卸資産 

同左 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 



  

  

項目 
(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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

① 有形固定資産 

  定率法 

   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 

   なお、主な耐用年数

は、以下のとおりであ

ります。 

   建物及び構築物 

    ３年～50年 

   機械装置及び運搬具 

    ４年～10年 

① 有形固定資産 

同左 

① 有形固定資産 

同左 

    

  ② 無形固定資産 

  定額法 

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては提

出会社及び連結子会社

における利用可能期間

(５年)に基づく定額法 

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 

  売掛金等の債権の貸倒

れによる損失に備えるた

め、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能

性を検討し、回収不能見

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 

───── 

② 役員賞与引当金 

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づく

計上基準を適用しており

ます。 

② 

───── 

  

  ③ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務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。 

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務年数に基づく定額

法により按分した金額を

費用処理しております。 

  

③ 退職給付引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

③ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額

に基づき計上しておりま

す。 

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務年数に基づく定額

法により按分した金額を

費用処理しております。 

   

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) 



  

  

  

  

  

  

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 

  

  

  数理計算上の差異は、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

年数に基づく定額法により

按分した金額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、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

年数に基づく定額法により

按分した金額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費

用処理しております。 

  

  

  
───── ───── 

（追加情報） 

  当社は、確定拠出年金

法の施行に伴い、平成18

年3月に退職一時金制度

の一部について確定拠出

年金制度へ移行し、「退

職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業

会計基準適用指針第1

号）を適用しておりま

す。 

   本移行に伴う影響額
は、特 別 利 益 と し て
109,488千円を計上して
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、税抜方式によ

っております。 

  

消費税等の会計処理 

同左 

  

  

  

消費税等の会計処理 

同左 

  

  

  

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ価値の変動

について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月

以内に満期の到来する短期

投資からなっております。 

同左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内

に満期の到来する短期投資

からなっております。 

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) 

（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) 



  

  

  

  

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9,692千円

減少しております。 

なお、減損損失累計額について

は改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき資産の金額から直接控除

しております。 

  

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9,692千円減少して

おります。 

なお、減損損失累計額について

は改正後の連結財務諸表規則に基

づき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) 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

当中間連結会計期間から、「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)並びに改正

後の「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準」(企業

会計基準委員会  最終改正平成

18年8月11日  企業会計基準第1

号)及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準委員会

最終改正平成18年８月11日  企業

会計基準適用指針第2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) 

なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は11,602,096千

円であります。 

中間連結財務諸表規則の改正に



  

  

表示方法の変更 

  

  

  

  

  

  

  

  

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

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。 

    なお、当中間連結会計期間にお

いは役員賞与を合理的に見積もる

ことが困難であるため、費用処理

は行っておりません。 

 
  

───── 

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) 

(中間連結損益計算書) 

前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に含

めて表示していた「支払手数料」(前中間連結会計期間

2,622千円)は金額的重要性が増したため当中間連結会計

期間においては独立掲記しております。 

  
  

  

───── 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示していた「未払費用の増

加・減少（△）額」（前中間連結会計期間△87,630千

円）は明瞭表示の観点から当中間連結会計期間において

は独立掲記しております。 

  

───── 

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

額は、4,942,562千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、4,850,365千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、4,953,972千円でありま

す。 

※２ 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

  (1) 担保提供資産 

建物及び 

※２  

───── 

  

※２  

───── 

  



  

  

  

  

  

構築物 588,318千円 
機械装置及び 
運搬具 

233,131千円 

土地 4,882,546千円 

その他（有形
固定資産） 

6,825千円 

投資不動産 1,158,989千円 

投資有価証券 266,986千円 

計 7,136,796千円 

   上記資産のうち工場財団抵当

権設定資産 

建物及び 
構築物 

581,302千円 

機械装置及び 
運搬具 

233,131千円 

土地 4,033,891千円 

その他（有形
固定資産） 

6,825千円 

計 4,855,151千円 

        

  (2) 担保資産に対応する債務 

    上記物件について、長期借

入金670,000千円の担保に供

しております。 

    

※３ 

───── 

  

※３ 

───── 

  

※３ 投資有価証券には、平成18年

４月３日設立の（株）西部ペイ

ントに対する新株式払込金

10,000千円が含まれておりま

す。 

  

４  受取手形裏書譲渡高は

12,300     千円であります。 

４ 受取手形裏書譲渡高は13,811

千円であります。 

４ 受取手形裏書譲渡高は8,431  

   千円であります。 

 ５ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行9行と

貸出コミットメント契約を締結

しております。 

   当中間連結会計期間末におけ

る貸出コミットメントに係る借

入未実行残高等はつぎのとおり

であります。 

貸出コミット
メントの総額 

925,000千円 

借入実行残高 －千円 

差引額 925,000千円 

 ５ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行9行と

貸出コミットメント契約を締結

しております。 

   当中間連結会計期間末におけ

る貸出コミットメントに係る借

入未実行残高等はつぎのとおり

であります。 

貸出コミット
メントの総額

925,000千円

借入実行残高 416,250千円

差引額 508,750千円

 ５ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行9行と

貸出コミットメント契約を締結

しております。 

   当連結会計年度末における貸

出コミットメントに係る借入未

実行残高等はつぎのとおりであ

ります。 

貸出コミット
メントの総額

925,000千円 

借入実行残高 416,250千円 

差引額 508,750千円 

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) 

※６ 

───── 

  

※６ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処

理は、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。 

受取手形  171,962千円 

支払手形   161,419千円 

※６ 

───── 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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主

要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

  
※２ 固定資産廃棄損の主な内容

は次のとおりであります。 

  

  

従業員給与手当 621,555千円

退職給付費用 87,664千円

貸倒引当金繰入
額 

4,233千円

建物廃棄損 47,209千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

  
※２ 固定資産廃棄損の主な内容は

次のとおりであります。 

従業員給与手当 594,340千円

退職給付費用 67,317千円

貸倒引当金繰入
額 

161千円

建物及び構築物 16,817千円

機械装置及び運

搬具 
4,694千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

  

  

※２ 固定資産廃棄損の主な内容は

次のとおりであります。 

従業員給与手当 1,273,707千円 

退職給付費用 180,450千円 

建物及び構築物 46,188千円 

機械装置及び運

搬具 
2,482千円 



  

  

  

  

  

※３ 減損損失  

当中間連結会計期間において

当社グループは、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上

しました。 

  

  

用途 種類 場所 金額 
(千円) 

遊休 投資不動産 和歌山県 
橋本市 9,692 

（経緯） 

上記の投資不動産につきまし

ては、担保として取得しました

が、今後の利用計画もなく、地

価も著しく下落しているため、

減損損失を認識しました。 

（グルーピングの方法） 

事業部別を基本とし、将来の

使用が見込まれない遊休資産に

ついては個々の物件単位でグル

ーピングをしております。 

（回収可能価額の算定方法） 

固定資産課税標準額を合理的

に調整した価額によって評価し

ております。 

  

  

  

※３  

───── 

その他（有形固

定資産） 
125千円

  

  

※３ 減損損失  

当連結会計年度において当社グ

ループは、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

  

  

その他（有形固

定資産） 
2,366千円 

用途 種類 場所 金額 
(千円) 

遊休 投資不動産
和歌山県 
橋本市 9,692 

（経緯） 

上記の投資不動産につきまし

ては、担保として取得しました

が、今後の利用計画もなく、地

価も著しく下落しているため、

減損損失を認識しました。 

（グルーピングの方法） 

事業部別を基本とし、将来の

使用が見込まれない遊休資産に

ついては個々の物件単位でグル

ーピングをしております。 

（回収可能価額の算定方法） 

固定資産課税標準額を合理的

に調整した価額によって評価し

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 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  6,423株 

会社法165条第2項の規定による定款の定めによる自己株取得による増加 6,000株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 ストックオプションとしての新株予約権行使による減少 15,000株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

      該当事項はありません。 

  

４ 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中間連結会計期間末後となるもの 

  

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

普通株式(株) 15,160,000 － － 15,160,000

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

普通株式(株) 1,206,020 12,423 15,000 1,203,443

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

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 73,258 5.25 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
（千円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年11月13日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 62,804 4.50 平成18年 9月30日 平成18年12月11日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成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) 

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 2,729,827千円

現金及び現金同等
物 

2,729,827千円

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

(平成18年９月30日) 

現金及び預金勘定 4,064,407千円

現金及び現金同等
物 

4,064,407千円

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

(平成18年３月31日) 

現金及び預金勘定 3,249,047千円

現金及び現金同等
物 

3,249,047千円



(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) 

 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、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当額 

  

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間 
期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置
及び運搬
具 

222,396 40,912 181,483

有形固定
資 産「そ
の他」(工
具器具備
品) 

468,888 336,074 132,814

無形固定
資 産（ソ
フトウェ
ア） 

26,139 3,465 22,674

合計 717,425 380,452 336,972 

 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、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当額 

  

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間
期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置
及び運搬
具 

275,860 85,739 190,120

有形固定
資 産「そ
の他」(工
具器具備
品) 

220,331 142,546 77,785

無形固定
資 産（ソ
フトウェ
ア） 

40,139 10,326 29,813

合計 536,331 238,612 297,719 

 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、減損損失累

計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置
及び運搬
具 

275,860 66,766 209,093 

有形固定
資 産「そ
の他」(工
具器具備
品) 

216,431 124,370 92,061 

無形固定
資 産（ソ
フトウェ
ア） 

40,139 6,312 33,827 

合計 532,431 197,449 334,982 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

 １年内 91,291千円

 １年超 251,759千円

 合計 343,051千円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

 １年内 69,184千円

 １年超 235,569千円

 合計 304,753千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

   等 

  未経過リース料期末残高相当額 

  

 １年内 75,794千円

 １年超 265,555千円

 合計 341,349千円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 70,158千円

減価償却費相当額 65,614千円

支払利息相当額 4,156千円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 44,072千円

減価償却費相当額 41,162千円

支払利息相当額 3,643千円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 131,197千円

減価償却費相当額 123,196千円

支払利息相当額 8,041千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

  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。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失 

はありません。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

（減損損失について） 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

（減損損失について） 

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) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注)  当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行っておりません。なお、有価証券の

減損処理については、期末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度

下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 
  

  

当中間連結会計期間末 (平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注)  当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行っておりません。なお、有価証券の

減損処理については、期末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度

下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 
  

  

  
取得原価
(千円) 

中間連結貸借
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 1,009,977 2,580,085 1,570,108 

(2) 債券 － － － 

(3) その他 － － － 

合計 1,009,977 2,580,085 1,570,108 

  
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 

その他有価証券   

 非上場株式 112,667 

  
取得原価
(千円) 

中間連結貸借
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 1,042,315 3,140,461 2,098,145 

(2) 債券 － － － 

(3) その他 27,000 28,007 1,007 

合計 1,069,315 3,168,469 2,099,153 

  
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 

その他有価証券   

 非上場株式 77,989 



前連結会計年度末 (平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注)  有価証券の減損処理については、期末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っています。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

  
取得原価
(千円) 

連結貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 1,041,758 3,629,868 2,588,109 

(2) 債券 － － － 

(3) その他 － － － 

合計 1,041,758 3,629,868 2,588,109 

  
連結貸借対照表計上額

(千円) 

その他有価証券   

 非上場株式 77,989 



(デリバティブ取引関係) 

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)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) 

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

  

  

  

  

(ストック・オプション等関係) 

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(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) 

事業の業種として「産業機械関連事業」及び「その他の事業」に区分していますが、全セグメントの売上高の合

計及び営業利益の金額の合計額に占める「産業機械関連事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種

類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成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) 

当社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社等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) 

  

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：東アジア及び東南アジア諸国 

欧米：ヨーロッパ諸国及び米国 

３ 海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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) 

海外売上高は、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。 

  

  アジア 欧米 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 751,274 8,047 759,321 

Ⅱ 連結売上高(千円)     7,432,081 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

10.1 0.1 10.2

  アジア 欧米 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,163,760 19,170 1,182,931 

Ⅱ 連結売上高(千円)     7,671,605 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

15.2 0.2 15.4



(１株当たり情報) 

  

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

  

  

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 787.00円 １株当たり純資産額 831.30円 １株当たり純資産額 840.55円

１株当たり中間純利益 12.52円 １株当たり中間純利益 17.42円 １株当たり当期純利益 32.34円

    

  

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

12.25円

    

  

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

17.06円

    

  

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 

31.59円

  
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) 

中間連結貸借対照表の純資
産の部の合計額（千円） 

― 11,602,096 ― 

普通株式に係る純資産額 
（千円） 

― 11,602,096 ― 

普通株式の発行済株式数 
（千株） 

― 15,160 ― 

普通株式の自己株式数 
（千株） 

― 1,203 ― 

 １株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数
（千株） 

― 13,956 ― 

  
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株当たり中間(当期)純利益       

中間(当期)純利益(千円) 172,952 242,342 467,094 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) 

― ― 19,420

 （うち利益処分による役員
賞与金） 

(－) (－) (19,420)

普通株式に係る中間(当期)
純利益(千円) 

172,952 242,342 447,674

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

13,813 13,912 13,843

        

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益 

 

中間（当期）純利益調整額
（千円） 

― ― ―

普通株式増加数の主な内訳
(千株) 

309 293 327

(うち新株予約権)                  (309) (293) (327)



(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。 

  

  



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(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

１ 現金及び預金   2,588,342    3,908,951   3,041,376    

２ 受取手形 ※５ 1,345,127    2,021,175   1,749,082    

３ 売掛金   4,343,595    3,498,171   4,040,753    

４ 棚卸資産   2,106,204    1,502,984   1,737,915    

５ 繰延税金資産   156,463    157,280   204,400    

６ その他   90,885    108,832   82,534    

貸倒引当金   △16,700    △8,700   △9,600    

流動資産合計     10,613,918 47.9  11,188,694 47.6   10,846,463 47.2

Ⅱ 固定資産                

１ 有形固定資産 ※１              

(1) 建物 ※２ 699,917    672,779   709,866    

(2) 機械及び装置 ※２ 344,897    308,352   330,984    

(3) 土地 ※２ 5,244,508    5,265,508   5,244,508    

(4) その他 ※２ 120,178    143,419   127,443    

有形固定資産合計   6,409,501    6,390,060   6,412,803    

２ 無形固定資産   9,334    14,484   16,190    

３ 投資その他の資産                

(1) 投資有価証券 ※2,3 2,670,106    3,219,035   3,684,013    

(2) 繰延税金資産   783,001    533,605   352,539    

(3) 投資不動産 ※２ 1,167,526    1,178,840   1,178,840    

(4) その他   526,502    988,298   494,988    

  貸倒引当金   △42,400    △30,000   △30,000    

投資その他の資産 
合計   5,104,737   5,889,780 5,680,382   

固定資産合計     11,523,572 52.1  12,294,324 52.4   12,109,376 52.8

資産合計     22,137,491 100.0  23,483,019 100.0   22,955,839 100.0

           



  

    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(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)                

Ⅰ 流動負債                

１ 支払手形 ※５ 748,010    895,333   541,673    

２ 買掛金   2,654,886    2,878,247   2,798,784    

３ 短期借入金   815,000    896,250   896,250    

４ 未払費用   700,108    803,096   806,395    

５ 未払法人税等   133,150    84,314   234,977    

６ その他 ※４ 54,656    678,867   203,099    

流動負債合計     5,105,811 23.1  6,236,109 26.5   5,481,178 23.9

Ⅱ 固定負債                

１ 長期借入金 ※２ 670,000    560,000   560,000    

２ 長期未払金   ―    488,027   509,298    

３ 退職給付引当金   3,028,333    2,198,034   2,222,052    

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債   2,487,888   2,499,670 2,499,670   

固定負債合計     6,186,222 27.9  5,745,732 24.5   5,791,021 25.2

負債合計     11,292,033 51.0  11,981,842 51.0   11,272,200 49.1

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     2,658,400 12.0  ― ―   2,658,400 11.6

Ⅱ 資本剰余金                

１ 資本準備金   992,895    ―   992,895    

２ その他資本剰余金   1,502,755    ―   1,508,071    

資本剰余金合計     2,495,650 11.3  ― ―   2,500,966 10.9

Ⅲ 利益剰余金                

１ 利益準備金   255,660    ―   255,660    

２ 任意積立金   505,000    ―   505,000    

３ 中間(当期)未処分 
  利益   594,961   ― 817,873   

利益剰余金合計     1,355,621 6.1  ― ―   1,578,533 6.9

Ⅳ 土地再評価差額金     3,664,399 16.6  ― ―   3,652,617 15.9

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金    929,874 4.2 ― ―   1,532,003 6.6

Ⅵ 自己株式     △258,488 △1.2  ― ―   △238,881 △1.0

資本合計     10,845,457 49.0  ― ―   11,683,638 50.9

負債及び資本合計     22,137,491 100.0  ― ―   22,955,839 100.0

           



  

  

    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(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     ― ―  2,658,400 11.3   ― ―

２ 資本剰余金                

(1) 資本準備金   ―    992,895   ―    

(2) その他資本剰余金   ―    1,508,560   ―    

資本剰余金合計     ― ―  2,501,455 10.6   ― ―

３ 利益剰余金                

(1) 利益準備金   ―    255,660   ―    

(2) その他利益剰余金                

別途積立金   ―    905,000   ―    

繰越利益剰余金   ―    527,242   ―    

利益剰余金合計     ― ―  1,687,902 7.2   ― ―

４ 自己株式     ― ―  △244,134 △1.0   ― ―

株主資本合計     ― ―  6,603,623 28.1   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― 1,244,937   ― 

２ 土地再評価差額金     ―   3,652,617    ―  

評価・換算差額等 
合計    ― ― 4,897,554 20.9   ― ―

純資産合計     ― ―  11,501,177 49.0   ― ―

負債純資産合計     ― ―  23,483,019 100.0   ― ―

           



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(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高     6,932,635 100.0  7,115,556 100.0   14,365,147 100.0

Ⅱ 売上原価     4,981,197 71.9  5,340,773 75.1   10,550,332 73.4

売上総利益     1,951,437 28.1  1,774,782 24.9   3,814,815 26.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費     1,451,623 20.9  1,426,226 20.0   2,914,283 20.3

営業利益     499,813 7.2  348,556 4.9   900,531 6.3

Ⅳ 営業外収益 ※１   43,851 0.6  66,485 0.9   69,133 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２   26,111 0.3  21,391 0.3   42,487 0.3

経常利益     517,554 7.5  393,650 5.5   927,178 6.5

Ⅵ 特別利益 ※３   11,615 0.2  900 0.0   127,983 0.9

Ⅶ 特別損失 ※4,5   261,933 3.8  65,652 0.9   304,890 2.1

税引前中間(当期) 
純利益    267,236 3.9 328,897 4.6   750,272 5.2

法人税、住民税 
及び事業税   113,490   67,304 348,057   

法人税等調整額   9,045 122,535 1.8 60,966 128,270 1.8 △17,263 330,794 2.3

中間(当期)純利益     144,700 2.1  200,626 2.8   419,478 2.9

前期繰越利益     450,260   ―    450,260  

中間配当額     ―   ―    51,865  

中間(当期)未処分利
益    594,961 ―   817,873 

           



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) 

  

  

  

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,658,400 992,895 1,508,071 2,500,966 

中間会計期間中の変動額         

 自己株式の処分 － － 489 489 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) － － 489 489 

平成18年９月30日残高(千円) 2,658,400 992,895 1,508,560 2,501,455 

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 255,660 505,000 817,873 1,578,533 △238,881 6,499,018 

中間会計期間中の変動額             

 剰余金の配当 － － △73,258 △73,258 － △73,258 

 役員賞与 － － △18,000 △18,000 － △18,000 

 中間純利益 － － 200,626 200,626 － 200,626 

 自己株式の取得 － － － － △8,246 △8,246 

自己株式の処分 － － － － 2,994 3,483 

 別途積立金への積立 － 400,000 △400,000 － － － 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) － 400,000 △290,631 109,368 △5,252 104,604 

平成18年９月30日残高(千円) 255,660 905,000 527,242 1,687,902 △244,134 6,603,623 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価
差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,532,003 3,652,617 5,184,620 11,683,638 

中間会計期間中の変動額         

 剰余金の配当 － － － △73,258 

 役員賞与 － － － △18,000 

 中間純利益 － － － 200,626 

 自己株式の取得 － － － △8,246 

自己株式の処分 － － － 3,483 

 別途積立金への積立 － － － － 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △287,066 － △287,066 △287,066 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △287,066 － △287,066 △182,461 

平成18年９月30日残高(千円) 1,244,937 3,652,617 4,897,554 11,501,177 

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 

(1) 有価証券 

  子会社株式 

(1) 有価証券 

  子会社株式 



   総平均法による原価

法 

同左 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、売却原価は総平

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

原価は総平均法に

より算定) 

  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、

売却原価は総平均法

により算定) 

    時価のないもの 

   総平均法による原価

法 

  時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

  (2) 棚卸資産 

  仕掛品 

   注文品 

    個別法による原価

法 

   標準品 

    総平均法による原

価法 

  原材料及び貯蔵品 

    先入先出法による

原価法 

(2) 棚卸資産 

同左 

(2) 棚卸資産 

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 

   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 

   なお、主な耐用年数

は、以下のとおりであ

ります。 

   建物 ３年～50年 

   機械及び装置10年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

  定額法 

   なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 



  

  

  

  

  

  

  

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) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  売掛金等の債権の貸倒

れによる損失に備えるた

め、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能

性を検討し、回収不能見

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) 

―――― 

(2)  役員賞与引当金 

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づく

計上基準を適用しており

ます。 

(2) 

―――― 

  (3) 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及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。 

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務年数に基づく定額

法により按分した金額を

費用処理しております。 

  数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務年数に基づく定額法に

より按分した金額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しておりま

す。 

  

(3) 退職給付引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

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。 

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務年数に基づく定額

法により按分した金額を

費用処理しております。 

  数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務年数に基づく定額法に

より按分した金額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しておりま

す。 

  

  

  

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) 

  

  

  

  

  

  
（追加情報） 

  当社は、確定拠出年金 



  

法の施行に伴い、平成18

年3月期に退職一時金制

度の一部について確定拠

出年金制度へ移行し、

「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針

第1号）を適用しており

ます。 

  本適用に伴う影響額は、

 特別利益として109,488千

円を計上しております。 

４ リース取引の処理

方法 

  

  

  

  

  

５ その他中間財務諸

表（財務諸表）作

成のための基本と

なる重要な事項 

 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。 

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、税抜方式によ

っております。 

同左 

  

  

  

  

  

  

消費税等の会計処理 

同左 

  

同左 

  

  

  

  

  

  

消費税等の会計処理 

同左 

  



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 

  

  

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9,692千円減少しておりま

す。 

なお、減損損失累計額について

は改正後の中間財務諸表等規則に

基づき資産の金額から直接控除し

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9,692千円減少しております。

  なお、減損損失累計額について

は改正後の財務諸表等規則に基づ

き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) 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

当中間会計期間から、「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)並びに改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」(企業会計

基準委員会  最終改正平成18年8

月11日  企業会計基準第1号)及び

「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準委員会 最終改正

平成18年８月11日  企業会計基準

適用指針第2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) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

なお、従来の「資本の部」の合



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

計に相当する金額は11,501,177

千円であります。 

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。 

なお、当中間会計期間においては 

役員賞与を合理的に見積もることが 

困難であるため、費用処理は行って

おりません。 

  

―――― 

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 

4,969,805千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,871,034千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,973,787千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   有形固定資産のうち次の物件

は、工場財団を組成し、長期借

※２ 

―――― 

  

※２     

―――― 



  

入金の担保に供しております。 

建物 581,302千円 

機械及び装置 233,150千円 

土地 4,033,891千円 

その他 6,825千円 

計 4,855,170千円 

  

   また、このほか次のとおり長

期借入金の担保に供しておりま

す。 

   上記に対する債務は次のとお

りであります。 

投資有価証券 266,986千円 

建物 13,480千円 

土地 848,654千円 

投資不動産 1,158,989千円 

計 2,288,110千円 

長期借入金 670,000千円 

    

※３ 

―――― 

※３ 

―――― 

※３ 投資有価証券には、平成18年

４月３日設立の（株）西部ペイ

ントに対する新株式払込金

10,000千円が含まれておりま

す。 

  

※４ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等と仮受消費税等

の中間期末残高の相殺後の金額

は、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

※４ 

―――― 

※５    

―――― 

   

※５ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処

理は、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。 

受取手形  171,962千円 

支払手形   161,419千円 

  

  

※５      

―――― 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (中間損益計算書関係) 

  

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) 

 ６ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行9行と

貸出コミットメント契約を締結

しております。 

   当中間会計期間末における貸

出コミットメントに係る借入未

実行残高等は次のとおりであり

ます。 

貸出コミット
メントの総額 

925,000千円 

借入実行残高 ―千円 

差引額 925,000千円 

 ６ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行9行と

貸出コミットメント契約を締結

しております。 

   当中間会計期間末における貸

出コミットメントに係る借入未

実行残高等は次のとおりであり

ます。 

貸出コミット
メントの総額

925,000千円

借入実行残高 416,250千円

差引額 508,750千円

 ６ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行9行と

貸出コミットメント契約を締結

しております。 

   当事業年度末における貸出コ

ミットメントに係る借入未実行

残高等は次のとおりでありま

す。 

貸出コミット
メントの総額

925,000千円 

借入実行残高 416,250千円 

差引額 508,750千円 

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 



  

 受取利息 2,247千円  受取利息 2,245千円  受取利息 4,494千円 

※ ２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 11,199千円

※ ２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 9,019千円

※ ２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 21,196千円 

※ ３ 特別利益の主要項目 

 投資有価証券 
 売却益 

4,971千円

※ ３    ―――― 

  

※ ３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券 
 売却益 

9,314千円 

退職給付制度 
 変更に伴なう 
 特別利益 

109,488千円 

※ ４ 特別損失の主要項目 

 棚卸資産廃棄 
 損 

50,014千円

 固定資産廃棄 
 損 

28,742千円

 役員退職慰労
金 

167,813千円

 減損損失   9,692千円

     

※ ４ 特別損失の主要項目 

 棚卸資産廃棄
 損 

16,241千円

 固定資産廃棄
 損 

25,163千円

 役員退職慰労
金 

1,800千円

 工場移設費 18,937千円

     

※ ４ 特別損失の主要項目 

棚卸資産廃棄 
 損 

67,205千円 

固定資産廃棄 
 損 

53,085千円 

  役員退職慰労

金 
167,813千円 

 減損損失   9,692千円   

※ ５ 減損損失 

当社は、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。 

  

（経緯） 

上記の投資不動産につきまして

は、担保として取得しましたが、今

後の利用計画もなく、地価も著しく

下落しているため、減損損失を認識

しました。 

（グルーピングの方法） 

事業部別を基本とし、将来の使用

が見込まれない遊休資産については

個々の物件単位でグルーピングをし

ております。 

（回収可能価額の算定方法） 

固定資産課税標準額を合理的に調

整した価額によって評価しておりま

す。 

  

６ 減価償却実施額 

用途 種類 場所 金額 
(千円) 

遊休 投資不動産 和歌山県 
橋本市 9,692 

 有形固定資産 68,782千円

 無形固定資産 2,800千円

※ ５   ―――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

６ 減価償却実施額 

        

       

 有形固定資産 64,900千円

 無形固定資産 1,706千円

※ ５ 減損損失 

当社は、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。 

  

（経緯） 

上記の投資不動産につきまして

は、担保として取得しましたが、今

後の利用計画もなく、地価も著しく

下落しているため、減損損失を認識

しました。 

（グルーピングの方法） 

事業部別を基本とし、将来の使用

が見込まれない遊休資産については

個々の物件単位でグルーピングをし

ております。 

（回収可能価額の算定方法） 

固定資産課税標準額を合理的に調

整した価額によって評価しておりま

す。 

  

６ 減価償却実施額 

用途 種類 場所 金額 
(千円) 

遊休 投資不動産
和歌山県 
橋本市 9,692 

 有形固定資産 144,314千円 

 無形固定資産 4,243千円 

    
    

      



(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） 

１ 自己株式に関する事項 

  
  （変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  6,423株 

会社法165条第2項の規定による定款の定めによる自己株取得による増加 6,000株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 ストックオプションとしての新株予約権行使による減少 15,000株 

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 1,206,020 12,423 15,000 1,203,443



(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 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間 
期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置
及び運搬
具 

222,396 40,912 181,483

有形固定
資産「そ
の 他」
(工具器
具 備 品
等) 

468,888 336,074 132,814

無形固定
資産(ソ
フトウェ
ア) 

26,139 3,465 22,674

合計 717,425 380,452 336,972 

 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、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間
期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置
及び運搬
具 

275,860 85,739 190,120

有形固定
資産「そ
の 他」
(工具器
具 備 品
等) 

220,331 142,546 77,785

無形固定
資産(ソ
フトウェ
ア) 

40,139 10,326 29,813

合計 536,331 238,612 297,719 

 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、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置
及び運搬
具 

275,860 66,766 209,093 

有形固定
資産「そ
の 他」
(工具器
具 備 品
等) 

216,431 124,370 92,061 

無形固定
資産(ソ
フトウェ
ア) 

40,139 6,312 33,827 

合計 532,431 197,449 334,982 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

 １年内 91,291千円

 １年超 251,759千円

 合計 343,051千円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

 １年内 69,184千円

 １年超 235,569千円

 合計 304,753千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

  等 

未経過リース料期末残高相当額 

  

  

 １年内 75,794千円

 １年超 265,555千円

 合計 341,349千円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 69,223千円

減価償却費相当額 64,734千円

支払利息相当額 4,149千円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 44,072千円

減価償却費相当額 41,162千円

支払利息相当額 3,643千円

(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 130,263千円

減価償却費相当額 122,316千円

支払利息相当額 8,035千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

  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。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失 

はありません。 

  

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

（減損損失について） 

同左 

  

  

  

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

（減損損失について） 

同左 

  



(有価証券関係) 

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)及び前事業年度末(平成18年３月31

日)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。 

  

  

次へ 



(１株当たり情報) 

  

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

  

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

  

  

  

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株当たり純資産額 784.16円 １株当たり純資産額 824.07円 １株当たり純資産額 836.01円

１株当たり中間純利益 10.48円 １株当たり中間純利益 14.42円 １株当たり当期純利益 29.00円

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

10.25円
潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

14.12円
潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 

28.33円

  
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) 

中間貸借対照表の純資産の
部の合計額（千円） 

― 11,501,177 ― 

普通株式に係る純資産額 
（千円） 

― 11,501,177 ― 

普通株式の発行済株式数 
（千株） 

― 15,160 ― 

普通株式の自己株式数 
（千株） 

― 1,203 ― 

 １株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数
（千株） 

― 13,956 ― 

  
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株当たり中間(当期)純利益       

中間(当期)純利益(千円) 144,700 200,626 419,478 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) 

― ― 18,000

 （うち利益処分による役員
賞与金） 

(－) (－) ( 18,000)

普通株式に係る中間(当期)
純利益(千円) 

144,700 200,626 401,478

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

13,813 13,912 13,843

  
  

 

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益 

 

中間（当期）純利益調整額
（千円） 

― ― ―

普通株式増加数の主な内訳
(千株) 

309 293 327

(うち新株予約権)                  (309) (293) ( 327)



  
  
(重要な後発事象) 

        該当事項はありません。 

    

  



(2) 【その他】 

平成18年11月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ)中間配当による配当金の総額…………………… 62,804千円 

(ロ)１株当たりの金額………………………………… 4円50銭 

(ハ)支払請求権の効力発生日及び支払開始日………平成18年12月11日 

(注) 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又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

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

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第73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29日 

福岡財務支局長に提出 

  

(2) 臨時報告書 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号および 

第19号の規定(重要な資産の譲渡)に基づく臨時報告書       平成18年9月15日 

福岡財務支局長に提出 

  

(3) 自己株券買付状況報告書 

平成18年4月14日 

平成18年5月15日 

平成18年6月 9日 

平成18年7月13日 

平成18年7月13日 

平成18年8月10日 

平成18年9月15日 

  福岡財務支局長に提出 

  

  



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 ２０ 日

西 部 電 機 株 式 会 社 

取 締 役 会   御 中 

  

 

  

  

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

西部電機株式会社の平成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、西部電機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

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員
 
  

公認会計士 大  松     健  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 佐  藤   宏 文  ㊞ 

  
※ 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 １５ 日

  

西 部 電 機 株 式 会 社 

取 締 役 会   御 中 
  

  

  

  

  

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

西部電機株式会社の平成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、西部電機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 

  

指 定 社 員 
公認会計士 喜多村 教 證 

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 江 島 猛 博 

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 佐 藤 宏 文 

業務執行社員 

  
※ 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 ２０ 日

西 部 電 機 株 式 会 社 

取 締 役 会   御 中 

  

 

  

  

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

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73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、西部電機株式会社の平成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

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
  
  

公認会計士 大  松     健  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 佐  藤   宏 文  ㊞ 

  
※ 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 １５ 日

  

西 部 電 機 株 式 会 社 

取 締 役 会   御 中 

  

  

  

  

  

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

西部電機株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第74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、西部電機株式会社の平成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

  

  

指 定 社 員 
公認会計士 喜多村 教 證 

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 江 島 猛 博 

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 佐 藤 宏 文 

業務執行社員 

  
※ 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、その原本は当社が別途保管しております。 
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