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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高は、消費税等抜きで表示しております。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

３．第85期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

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

す。 

回次 第83期中 第84期中 第85期中 第83期 第84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） 36,154 39,286 45,293 75,750 85,777 

経常利益（百万円） 1,609 1,897 1,549 3,714 4,380 

中間（当期）純利益（百万円） 935 881 883 1,491 2,228 

純資産額（百万円） 18,658 20,467 25,594 19,289 23,242 

総資産額（百万円） 72,558 73,382 80,163 73,653 78,632 

１株当たり純資産額（円） 548.98 602.56 701.37 564.77 680.92 

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円） 
27.52 25.94 26.03 40.93 62.07 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 25.72 27.89 29.71 26.19 29.56 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
2,202 1,777 △478 4,513 4,862 

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
△1,176 △1,776 △1,741 △2,704 △3,529 

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
△3,015 △1,838 1,061 △4,085 △2,944 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（百万円） 
3,767 2,048 1,271 3,555 2,390 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数)（人） 

4,275 

(1,956) 

4,732 

(2,091) 

5,312 

(2,007) 

4,388 

(1,861) 

5,031 

(1,935) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高は、消費税等抜きで表示しております。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

３．第85期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

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

す。 

回次 第83期中 第84期中 第85期中 第83期 第84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） 31,408 34,100 38,259 65,471 73,153 

経常利益（百万円） 918 1,309 1,067 2,107 2,388 

中間（当期）純利益（百万円） 541 676 660 1,153 1,316 

資本金（百万円） 2,215 2,215 2,215 2,215 2,215 

発行済株式総数（株） 34,049,423 34,049,423 34,049,423 34,049,423 34,049,423 

純資産額（百万円） 16,349 17,839 19,632 17,308 19,275 

総資産額（百万円） 62,331 62,130 66,539 63,407 64,354 

１株当たり純資産額（円） 481.06 525.19 578.24 506.46 564.10 

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円） 
15.94 19.91 19.44 31.00 35.23 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

１株当たり配当額（円） － － － 10.00 11.00 

自己資本比率（％） 26.23 28.71 29.50 27.30 29.95 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数)（人） 

1,715 

(741) 

1,754 

(855) 

1,792 

(861) 

1,695 

(797) 

1,745 

(856) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当グループ（当社及び当社の関係会社）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、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

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

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

    ２．上記子会社は、特定子会社となっております。 

    ３．議決権の所有割合の（  ）内は、当社の子会社による間接所有割合で内数であります。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当グループへの出向者

を含む。）であり、臨時従業員数（パートタイマー及び人材会社からの派遣社員）は、当中間連結会計期間

の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。 

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

ものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除く。）であり、臨時従業員数（パートタイマー及び人材

会社からの派遣社員）は、当中間会計期間の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合との間には、特記すべき事項はありません。 

名称 住所 資本金 主要な事業の内容 
議決権の 
所有割合 
（％） 

関係内容 

 ミクニ メヒカーナ 

 エス・エー・デ・ 

 シー・ブイ 

メキシコ 

タマウリパス州 

レイノサ市 

3,013,316 

ＵＳ＄  
自動車関連品事業 

100.0 

(100.0)

 メキシコにおい

て当社製品の組立

及び販売 

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

自動車関連品事業 3,364 (1,540) 

生活・環境関連品事業 1,383 (367) 

輸入品販売等事業 137 (23) 

全社（共通） 428 (77) 

合計 5,312 (2,007) 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 1,792   (861) 



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、原油価格や原材料価格の高騰などの企業収益を圧迫する要因はありました

が、設備投資の増加傾向や個人消費も緩やかながら伸びがみられるなど景気は回復基調で推移しました。また、中

国をはじめ米国や欧州などの海外経済も堅調に推移しました。 

このような状況下、当グループの売上は、前中間連結会計期間に比べて自動車関連品事業は、四輪車用製品、二

輪車用製品ともに増加しました。輸入品販売等事業は、航空機用部品を中心に大幅に増加しました。ガス機器用制

御機器類・車輌用暖房器類を中心とした生活・環境関連品事業は、ガス機器用制御機器の拡販があり増加しまし

た。 

その結果、当中間連結会計期間の売上高は、452億９千３百万円（前年同期比15.3％増）となりました。損益の

状況につきましては、前中間連結会計期間に比べて原材料価格の高騰の影響を大きく受けており損益面は厳しい状

況であるとともに、一方で将来の成長のための開発投資が必要であり、戦略的に進めている状況であります。これ

らのコストが増加した結果、経常利益は減少し、15億４千９百万円（同18.4％減）となりましたが、中間純利益

は、８億８千３百万円（同0.3％増）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

〔自動車関連品事業〕 

四輪車、二輪車、レジャー・ビークル用燃料供給装置類やエンジン関連機能部品類の製造販売を中心とする自動

車関連品事業の売上は、四輪車用製品は、軽自動車用製品や中国自動車メーカー向けの製品が増加しました。二輪

車用製品は、国内では気化器類は減少しましたが、燃料噴射装置化の進行により主に欧米向けを中心に大型二輪車

用の燃料供給装置類の需要があり、大幅に増加しました。一方海外では、アジアにおいて二輪車市場の需要が堅調

に推移した結果、気化器類が増加しました。 

その結果、自動車関連品事業の売上高は、307億４百万円（前年同期比9.9％増）、営業利益は、12億８千９百万

円（同25.6％減）となりました。 

〔生活・環境関連品事業〕 

ガス機器用制御機器類、車輌用暖房器類の製造販売を中心とする生活・環境関連品事業の売上は、ガス機器用制

御機器類は、国内では電磁調理器具との競合を背景にガス機器市場の低迷の影響を受け微増にとどまりましたが、

海外では新たに販売を開始した南米向けの拡販により全体では増加しました。 

車輌用暖房器は、輸出向け建設機械用の需要は好調でしたが、加湿器は需要が低迷した結果減少しました。ま

た、福祉介護機器および健康・美容機器類は、前年同期並みでありました。 

 その結果、生活・環境関連品事業の売上高は、39億２千７百万円（同12.6％増）でしたが、新規事業において拡

販のための販売コストや将来の成長のための設備投資等の要因により、営業損失は、２億７百万円（前年同期は３

億１千９百万円の営業損失）となりました。 

〔輸入品販売等事業〕 

航空機用部品、芝管理機械等の輸入販売を中心とする輸入品販売等事業の売上は、航空機用部品は航空機市場の

好景気に支えられ、国内エンジンメーカーの増産および国内機体メーカーからの機体材料の需要の増加があり大幅

に増加しました。芝管理機械は、輸入品・国産品の管理機械の需要があり増加しました。 

その結果、輸入品販売等事業の売上高は、106億６千１百万円（同35.5％増）となり、営業利益は、５億９千８

百万円（同114.0％増）となりました。 



＜事業別 中間連結会計期間売上高＞ 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当中間連結会計期間から新規に連結の範囲に含めた連結子会社を含んでおります。 

事業の所在地別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

〔日 本〕 

日本では、二輪車用製品は大型二輪車用の燃料供給装置類が大幅に伸び増加しました。また、四輪車用製品も増

加しました。ガス機器用制御機器類は、電磁調理器具との競合を背景にガス機器市場の低迷の影響を受けました

が、海外向けは増加しました。輸入品販売等事業では、航空機用材料等の受注が好調に推移した結果、大幅に増加

しました。 

 その結果、所在地別売上高は、354億１千万円(前年同期比15.2％増)となり、営業利益は、８億１千７百万円(同

14.3％減)となりました。 

〔北 米〕 

北米では、汎用エンジン用製品は減少しましたが、四輪用製品はメーカーの生産回復により増加しました。 

 その結果、所在地別売上高は、26億９千万円(同5.6％増)となり、営業利益は、１億８千５百万円(同1,033.5％

増)となりました。 

〔欧 州〕 

欧州での売上は、二輪車製品は減少しましたが、ガス機器用制御機器類は増加しました。 

その結果、所在地別売上高は、７億８千５百万円(同18.1％増)となり、営業利益は、２千７百万円(同39.3％減)

となりました。 

〔アジア〕 

アジアでは、二輪車市場の需要の伸びに支えられ、アセアン地域での二輪車用製品が増加しました。中国では二

輪車用製品の増加とともに中国国内自動車メーカー向け四輪車用製品も増加しました。ガス機器用制御機器類は、

微減でありました。 

 その結果、所在地別売上高は、64億７百万円(同20.2％増)となり、営業利益は、５億６千５百万円(同30.1％減)

となりました。 

※なお、上記の営業利益には「消去または全社」の数値は含まれておりません。 

(2）キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末における現金および現金同等物（以下「資金」という）の残高は、12億７千１百万円（前

連結会計年度末比 11億１千８百万円減）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・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、４億７千８百万円（前年同期比22億５千６百万円減）となりました。 

これは主に、税金等調整前中間純利益15億６千８百万円及び減価償却費13億８千３百万円の非資金費用がありま

したが、売上の増加による売上債権及びたな卸資産の増加に加えて法人税等の支払等で使用した資金が多かったた

めであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は17億４千１百万円（前年同期比2.0%減）となりました。 

これは主に、新製品の開発への投資及び生産設備の更新等に係る投資による支出であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、10億６千１百万円でした（前年同期比29億円増）となりました。 

これは主に、短期借入金の増加によるものであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
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）

増減 

自動車関連品事業(百万円) 27,931 30,704 2,772 

生活・環境関連品事業（百万円） 3,487 3,927 439 

輸入品販売等事業(百万円) 7,867 10,661 2,794 

合計 39,286 45,293 6,006 



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事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）商品仕入実績 

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

 （注）１．金額は平均販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注状況 

 顧客から提示される納期の短縮化が進んだことにより受注から出荷までの期間が非常に短いため、当社及び連結

子会社は原則として一部の確定受注や過去の生産実績等を参考とした見込生産を行っております。よって受注状況

につきましては、記載を省略しております。 

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） 

前年同期比（％） 

自動車関連品事業（百万円） 30,817 110.2 

生活・環境関連品事業（百万円） 3,474 112.9 

輸入品販売等事業（百万円） 97 148.9 

合計（百万円） 34,389 110.5 

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） 

前年同期比（％） 

自動車関連品事業（百万円） 51 80.2 

生活・環境関連品事業（百万円） 297 135.6 

輸入品販売等事業（百万円） 11,237 137.3 

合計（百万円） 11,585 136.8 



(4）販売実績 

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

 （注）１．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における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。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．上記「ヤマハ発動機㈱他」には、関係会社であるヤマハマリン㈱、ヤマハモーターパワープロダクツ㈱、㈱

ワイ・イー・シーを含めて表示しております。 

３【対処すべき課題】 

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

４【経営上の重要な契約等】 

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

５【研究開発活動】 

当社グループでは、統括開発技術本部に所属する製品技術センター、Ｒ＆Ｄセンターおよび電子技術センター、並

びに統括生産技術本部において、研究開発活動を行っております。製品技術センターでは各事業部製品の開発を、Ｒ

＆Ｄセンターではこれらの基となる基礎研究・先行開発を、電子技術センターでは関連する電子技術開発を主体に行

っております。また統括生産技術本部につきましては、生産技術開発を主体に行っております。 

当中間連結会計期間における当グループ全体の既存製品の改良・応用等を含む研究開発費用総額は22億５千５百万

円であります。また、このうち「研究開発費等に係る会計基準」（企業会計審議会 平成10年３月31日）に規定する

「研究開発費」は７億２千９百万円であります。当中間連結会計期間における各事業の研究開発状況と成果および費

用は次のとおりであります。 

(1）自動車関連品事業 

自動車関連品では、電子制御燃料噴射システム・コンポーネントおよび吸気系モジュールの研究開発を主体に、

これらの基礎となる制御技術、アクチュエータ技術、センシング技術、材料技術の研究開発を行っております。ま

た環境負荷低減技術、代替燃料対応技術の研究開発にも積極的に取り組んでおります。 

当中間連結会計期間の研究開発状況および成果は下記のとおりで、当事業に係わる研究開発費用は６億１千４百

万円であります。 

・四輪車用吸気モジュールの開発 

・新型可変吸気樹脂インテークマニーホールドの開発・量産化 

・新型電子制御スロットルボデーの開発・量産化 

・二輪車用電子制御燃料噴射システムおよびマッチングツールの開発 

・二輪車用新型気化器の開発 

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） 

前年同期比（％） 

自動車関連品事業（百万円） 30,704 109.9 

生活・環境関連品事業（百万円） 3,927 112.6 

輸入品販売等事業（百万円） 10,661 135.5 

合計（百万円） 45,293 115.3 

相手先 

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） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

スズキ㈱ 6,694 17.0 7,883 17.4 

ヤマハ発動機㈱他 5,796 14.8 5,717 12.6 

石川島播磨重工業㈱ 2,453 6.2 4,320 9.5 



・二輪車用センサーモジュール搭載スロットルボデーの開発・量産化 

・二輪車用新型排気バルブの開発・量産化 

・電子制御可変バルブタイミングシステムおよび電子制御可変バルブリフトシステムの開発 

・新型無段変速機の開発 

・新型バキュームポンプの開発 

・エンジン冷却水制御バルブの開発 

・エアーパージ型オイルポンプおよび可変オイルポンプの開発 

・産業機器用ポジションセンサーの開発・量産化 

・燃料電池自動車用流量制御バルブおよび水素センサーの開発 

・環境負荷物質規制対応技術の開発 

(2）生活・環境関連品事業 

生活・環境関連品では、次の製品領域における研究開発を行っております。 

１）ガス機器、ガス機器用センサーの研究開発 

２）ヒーター、加湿器など環境機器の研究開発および燃焼技術の用途開発 

３）機能水生成を核とした健康・美容関連機器の研究開発 

４）福祉・介護機器および医療用具の研究開発 

当中間連結会計期間の研究開発状況および成果は下記のとおりで、当事業に係わる研究開発費用は１億１千４百

万円であります。 

・小型廉価型の口火安全器の開発 

・電子制御コンロ用ガス制御弁の開発 

・新型温水流量制御弁の開発 

・家庭用燃料電池式コ・ジェネレーションシステム用水ポンプ、燃料遮断弁および水素センサーの開発 

・水素ステーション用改質システムの開発 

・新型自然蒸発式加湿器の開発 

・下肢筋力トレーニング装置の開発・量産化 

・環境負荷物質規制対応技術の開発 

  

(3）輸入品販売等事業 

該当事項はありません。 



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、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について重要な変更はあり

ません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

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】 

  

(4）【大株主の状況】 

 （注）「所有株式数」欄の千株未満の株式は、切り捨てて記載しております。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 110,000,000 

計 110,000,000 

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22日） 

上場証券取引所名又は登録
証券業協会名 

内容 

普通株式 34,049,423 34,049,423 
東京証券取引所（市場第２

部） 
－ 

計 34,049,423 34,049,423 － － 

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4月1日 ～ 

平成18年9月30日  
－  34,049,423  － 2,215 － 1,700 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数に対す

る所有株式数の割合

（％） 

あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿１丁目２８－１ 1,906 5.59 

生田 允紀 東京都港区 1,710 5.02 

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２－１ 1,678 4.92 

株式会社横浜銀行 

（常任代理人資産管理サービス信託

銀行株式会社） 

神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目１－１ 

（東京都中央区晴海１丁目８番１２号晴海アイラン

ドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟） 

1,678 4.92 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－１１ 1,338 3.92 

ミクニ総業株式会社 東京都港区六本木７丁目８－８ 1,216 3.57 

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 1,138 3.34 

クレディエットバンクエスエイルク

センブルジョワーズシリウスファン

ドジャパンオパチュニティズサブフ

ァンド 

（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） 

43 BOULEVARD ROYAL L-2955 LUXEMBOURG 

 

  

  

 （東京都中央区日本橋兜町６番７号 ） 

  

1,100 3.23 

スズキ株式会社 静岡県浜松市高塚町３００ 1,007 2.95 

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２－１ 964 2.83 

計 － 13,738 40.35 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。 

②【自己株式等】 

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２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、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

   役職の異動 

 （注） 代表取締役 生田久貴は、代表取締役社長 生田允紀の長男であります。 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      97,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 33,574,000 33,574 － 

単元未満株式 普通株式    378,423 － － 

発行済株式総数 34,049,423 － － 

総株主の議決権 －   － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有株

式数（株） 

他人名義所有株

式数（株） 

所有株式数の合

計（株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合 

（％） 

株式会社ミクニ 
東京都千代田区外神田 

6丁目13－11 
97,000 － 97,000 0.28 

計 － 97,000 － 97,000 0.28 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 748 690 564 545 493 443 

最低（円） 671 550 442 468 402 406 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

代表取締役  
執行役員副社長 

経営企画・管理本部長  
代表取締役 

 執行役員副社長 

経営企画・管理本

部長兼同グローバ

ル企画室長 

生田 久貴 平成18年7月1日   

 取締役 
常務執行役員 

ライフテック事業部長 
取締役  

 常務執行役員 

ライフテック事業

部長兼同事業戦略

室長 

梅林 猛  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）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

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

日まで）の中間財務諸表について、監査法人日本橋事務所により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金 ※２  2,074   1,286   2,404  

２ 受取手形及び売掛
金 

※２ 
※７  15,719   18,484   17,941  

３ たな卸資産 ※２  9,729   11,077   10,207  

４ 繰延税金資産   1,089   821   1,106  

５ その他   1,976   2,170   2,231  

貸倒引当金   △39   △39   △60  

流動資産合計   30,549 41.6  33,799 42.2  33,830 43.0 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 ※２ 8,914   9,151   9,231   

(2）機械装置及び運
搬具 

※２ 7,494   8,366   8,296   

(3）工具器具備品  1,466   1,578   1,569   

(4）土地 ※２ 13,044   13,027   12,973   

(5）建設仮勘定  1,489 32,410  3,058 35,183  1,137 33,209  

２ 無形固定資産            

  その他   938   923   1,014  

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 6,821   8,222   8,532   

(2）長期貸付金  153   57   143   

(3）繰延税金資産  1,513   1,114   1,045   

(4）その他  1,266   1,122   1,113   

貸倒引当金  △270 9,484  △260 10,256  △256 10,578  

固定資産合計   42,833 58.4  46,363 57.8  44,801 57.0 

資産合計   73,382 100.0  80,163 100.0  78,632 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び買掛
金 

※７  10,795   12,250   13,063  

２ 短期借入金 ※2,6  14,361   18,956   15,201  

３ １年以内償還社債   50   －   －  

４ １年以内返済長期
借入金 

※2,5  4,895   3,797   4,451  

５ 未払金   882   2,282   1,189  

６ 未払法人税等   869   483   926  

７ 未払費用   1,682   2,256   2,041  

８ 賞与引当金   1,651   1,524   1,628  

９ その他   542   368   500  

流動負債合計   35,731 48.7  41,920 52.3  39,005 49.6 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※2,5  7,153   4,032   5,900  

２ 繰延税金負債   254   341   299  

３ 再評価に係る繰延
税金負債   2,965   2,965   2,965  

４ 退職給付引当金   4,508   4,493   4,529  

５ 連結調整勘定   149   －   128  

６ 負ののれん   －   105   －  

７ その他   757   710   822  

固定負債合計   15,789 21.5  12,648 15.8  14,645 18.6 

負債合計   51,520 70.2  54,569 68.1  53,650 68.2 

 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（少数株主持分）           

少数株主持分   1,395 1.9  － －  1,738 2.2 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,215 3.0  － －  2,215 2.8 

Ⅱ 資本剰余金   1,700 2.3  － －  1,700 2.2 

Ⅲ 利益剰余金   11,171 15.2  － －  12,513 15.9 

Ⅳ 土地再評価差額金   4,503 6.1  － －  4,503 5.7 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   1,527 2.1  － －  2,329 3.0 

Ⅵ 為替換算調整勘定   △629 △0.8  － －  7 0.0 

Ⅶ 自己株式   △21 △0.0  － －  △27 △0.0 

資本合計   20,467 27.9  － －  23,242 29.6 

負債、少数株主持分
及び資本合計   73,382 100.0  － －  78,632 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   － －  2,215 2.8  － －

２ 資本剰余金   － －  1,700 2.1  － －

３ 利益剰余金   － －  12,925 16.1  － －

４ 自己株式   － －  △30 △0.0  － －

株主資本合計   － －  16,810 21.0  － －

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評
価差額金   － －  2,344 2.9  － －

２ 繰延ヘッジ損益   － －  178 0.2  － －

３ 土地再評価差額金   － －  4,503 5.6  － －

４ 為替換算調整勘定   － －  △24 △0.0  － －

評価・換算差額等合
計   － －  7,002 8.7  － －

Ⅲ 少数株主持分   － －  1,781 2.2  － － 

純資産合計   － －  25,594 31.9  － －

負債純資産合計   － －  80,163 100.0  － －

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   39,286 100.0  45,293 100.0  85,777 100.0 

Ⅱ 売上原価   32,297 82.2  38,460 84.9  71,532 83.4 

売上総利益   6,989 17.8  6,833 15.1  14,244 16.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  5,296 13.5  5,153 11.4  10,253 12.0 

営業利益   1,693 4.3  1,679 3.7  3,990 4.6 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  8   7   12   

２ 受取配当金  47   34   79   

３ 賃貸収入  105   110   194   

４ 連結調整勘定償却
額  30   －   52   

５ 負ののれん償却額  －   23   －   

６ 持分法による投資
利益  86   44   279   

７ 為替差益  264   －   534   

８ その他  125 669 1.7 111 331 0.7 222 1,375 1.6 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  283   237   548   

２ 賃貸資産費用  35   16   84   

３ 退職給付会計基準
変更時差異費用処
理額 

 97   97   195   

４ 退職給付数理計算
上の差異費用処理
額 

 15   21   31   

５ その他  32 464 1.2 88 462 1.0 124 985 1.1 

経常利益   1,897 4.8  1,549 3.4  4,380 5.1 

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益 ※２ 0   92   13   

２ 投資有価証券売却
益  0   －   0   

３ その他  3 4 0.0 11 103 0.2 55 69 0.1 

           
 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産売却等損
失 

※３ 56   75   248   

２ 役員退職慰労金  135   －   136   

３ その他  24 216 0.5 8 84 0.1 247 632 0.7 

税金等調整前中間
(当期）純利益   1,685 4.3  1,568 3.5  3,817 4.5 

法人税、住民税及
び事業税  842   388   1,430   

法人税等調整額  △239 602 1.6 165 554 1.2 △263 1,167 1.4 

少数株主利益（減
算）   201 0.5  130 0.3  422 0.5 

中間（当期）純利
益   881 2.2  883 2.0  2,228 2.6 

           



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

 中間連結剰余金計算書 

 （注） 利益剰余金減少高の「その他」は、在外連結子会社における従業員奨励福利基金への積立額であります。 

  
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） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,700  1,700 

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期
末）残高   1,700  1,700 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   10,537  10,537 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１ 中間（当期）純利益  881  2,228  

２ 持分法適用会社の決算期
変更に伴う増加高  192 1,073 192 2,421 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１ 配当金  339  339  

２ 役員賞与  100  100  

３ その他  － 439 4 444 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期
末）残高   11,171  12,513 

      



 中間連結株主資本等変動計算書 

 当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 株主資本 

 

  

資本金 

  

  

資本剰余金 

  

  

利益剰余金 

  

  

自己株式 

  

  

株主資本合計

  

平成18年３月31日 残高 

         （百万円） 
2,215 1,700 12,513 △27 16,401 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △373  △373 

役員賞与（注）   △120  △120 

連結子会社の増加に伴う利益 

剰余金の増加高 
  21  21 

中間純利益   883  883 

自己株式の取得    △3 △3 

株主資本以外の項目の中間連結 

会計期間中の変動額（純額） 
     

中間連結会計期間中の変動額合計 

         （百万円） 
－ － 412 △3 408 

平成18年９月30日 残高 

         （百万円） 
2,215 1,700 12,925 △30 16,810 

 評価・換算差額等   

 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

土地再評価 

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 
少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日 残高 

         （百万円） 
2,329 － 4,503 7 6,841 1,738 24,981 

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当（注）       △373 

役員賞与（注）       △120 

連結子会社の増加に伴う利益 

剰余金の増加高 
      21 

中間純利益       883 

自己株式の取得       △3 

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） 
14 178 － △31 161 42 203 

中間連結会計期間中の変動額合計 

         （百万円） 
14 178 － △31 161 42 612 

平成18年９月30日 残高 

         （百万円）  
2,344 178 4,503 △24 7,002 1,781 25,594 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

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

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間(当期）純利益  1,685 1,568 3,817 

減価償却費  1,215 1,383 2,655 

連結調整勘定償却額  △30 － △52 

負ののれん償却額  － △23 － 

持分法による投資損益（△）  △86 △44 △279 

退職給付引当金の増減（△）額  73 △36 93 

役員退職慰労引当金の増減
（△）額  △425 － △425 

賞与引当金の増減（△）額  182 △104 159 

貸倒引当金の増減（△）額  △12 △23 △8 

受取利息及び受取配当金  △55 △41 △91 

支払利息  283 237 548 

為替差損益（△）  △102 － △115 

投資有価証券売却損益（△）  △0 － △0 

固定資産売却益  △0 △92 － 

固定資産売却損  0 22 2 

固定資産除却損  55 53 245 

ゴルフ会員権評価損  0 － － 

売上債権の増（△）減額  777 △431 △1,116 

たな卸資産の増（△）減額  △147 △895 180 

未収入金の増（△）減額  11 133 － 

仕入債務の増減（△）額  △502 △594 897 

その他  △301 △444 △40 

役員賞与支払額  △100 △120 △100 

小計  2,520 544 6,373 

利息及び配当金の受取額  74 53 144 

利息の支払額  △275 △234 △537 

法人税等の支払額  △541 △842 △1,118 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,777 △478 4,862 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

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

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △0 － △2 

定期預金の払戻による収入  3 0 17 

貸付による支出  － △34 △11 

貸付金の回収による収入  24 16 46 

投資有価証券の取得による支出  △42 △3 △83 

投資有価証券の売却による収入  0 － － 

関係会社株式の取得による支出  － △139 △460 

出資金払込みによる支出  △109 － △109 

有形固定資産の取得による支出  △1,423 △2,038 △3,754 

有形固定資産の売却による収入  58 466 545 

無形固定資産の取得による支出  △212 △9 △195 

その他  △74 0 477 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,776 △1,741 △3,529 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入による収入  2,471 5,418 3,687 

短期借入金の返済による支出  △879 △1,328 △1,431 

長期借入による収入  50 － 960 

長期借入金の返済による支出  △2,940 △2,518 △5,564 

社債償還による支出  △50 － △100 

自己株式取得による支出  △5 △3 △11 

配当金の支払額  △339 △374 △339 

少数株主への配当金の支払額  △145 △131 △145 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,838 1,061 △2,944 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △7 11 109 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減（△）額  △1,844 △1,147 △1,502 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,555 2,390 3,555 

Ⅶ 連結範囲の増加による現金及び現金
同等物の増加額  337 29 337 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 ※ 2,048 1,271 2,390 

     



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 (1）連結子会社の数 11社 

主要な連結子会社名 

ミクニ アメリカン コー

ポレーション 

ミクニ（タイランド）カン

パニー リミテッド 

(1）連結子会社の数 12社 

主要な連結子会社名 

ミクニ アメリカン コー

ポレーション 

ミクニ（タイランド）カン

パニー リミテッド 

(1）連結子会社の数 11社 

主要な連結子会社の名称 

ミクニ アメリカン コー

ポレーション 

ミクニ（タイランド）カン

パニー リミテッド 

  なお、前連結会計年度にお

いて非連結子会社でありまし

た浙江三国精密機電有限公司

については、重要性が増した

ことにより、当中間連結会計

期間から連結の範囲に含める

ことにいたしました。 

 なお、前連結会計年度にお

いて非連結子会社でありまし

たミクニ メヒカーナ エ

ス・エー・デ・シー・ブイに

ついては、重要性が増したこ

とにより、当中間連結会計期

間から連結の範囲に含めるこ

とにいたしました。 

 なお、前連結会計年度にお

いて非連結子会社でありまし

た浙江三国精密機電有限公司

については、重要性が増した

ことにより、当連結会計年度

から連結の範囲に含めること

にいたしました。 

 (2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

㈱ミクニエーム 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

ミクニ・アール・ケイ精密

㈱ 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

ミクニ・アール・ケイ精密

㈱ 

 （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。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

（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。 

 



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） 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）   ───── (1）持分法適用の非連結子会社数 

１社 

会社名 

ミクニ・アール・ケイ精密

㈱ 

(1）持分法適用の非連結子会社数 

１社 

会社名 

ミクニ・アール・ケイ精密

㈱ 

 なお、ミクニ・アール・ケ

イ精密㈱については、当連結

会計年度において株式の買い

増しにより、当社の持分比率

が50％を超えました。これに

より、同社は持分法適用関連

会社より持分法適用非連結子

会社となりました。 

 (2）持分法適用の関連会社数 

２社 

主要な会社名 

ユーキャル フュエル シ

ステムズ リミテッド 

(2）持分法適用の関連会社数 

１社 

会社名 

ユーキャル フュエル シ

ステムズ リミテッド 

(2）持分法適用の関連会社数 

１社 

会社名 

ユーキャル フュエル シ

ステムズ リミテッド 

 (3）持分法を適用していない非連

結子会社（㈱ミクニエーム

他）及び関連会社（三國リビ

ングサービス㈱他）は、それ

ぞれ中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持

分法の対象から除いても中間

連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外してお

ります。 

(3）     同左 (3）持分法を適用していない非連

結子会社（㈱ミクニエーム

他）及び関連会社（三國リビ

ングサービス㈱他）は、それ

ぞれ当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持

分法の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法の

適用範囲から除外しておりま

す。 

 (4）持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異

なる会社については、各社の

中間会計期間に係る中間財務

諸表を使用しております。 

(4）     同左 (4）持分法適用会社のうち、決算

日が連結決算日と異なる会社

については、各社の事業年度

に係る財務諸表を使用してお

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） 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社のうち、ミクニ ア

メリカン コーポレーション、コ

ービン プロパティーズ アイエ

ヌシー、成都三国紅光機械電子有

限公司、ミクニ タイワン コー

ポレーション、ミクニ（タイラン

ド）カンパニー リミテッド、天

津三国有限公司、寧波三国機械電

子有限公司、上海三国精密機械有

限公司、ミクニ ヨーロッパ ゲ

ーエムベーハー及び浙江三国精密

機電有限公司の中間決算日は、６

月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、中間決算日現在の財務諸

表を使用しております。ただし、

中間連結決算日までの期間に発生

した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

 連結子会社のうち、ミクニ ア

メリカン コーポレーション、コ

ービン プロパティーズ アイエ

ヌシー、成都三国紅光機械電子有

限公司、ミクニ タイワン コー

ポレーション、ミクニ（タイラン

ド）カンパニー リミテッド、天

津三国有限公司、寧波三国機械電

子有限公司、上海三国精密機械有

限公司、ミクニ ヨーロッパ ゲ

ーエムベーハー、浙江三国精密機

電有限公司及びミクニ メヒカー

ナ エス・エー・デ・シー・ブイ

の中間決算日は、６月30日であり

ます。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、中間決算日現在の財務諸

表を使用しております。ただし、

中間連結決算日までの期間に発生

した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

 連結子会社のうち、ミクニ ア

メリカン コーポレーション、コ

ービン プロパティーズ アイエ

ヌシー、成都三国紅光機械電子有

限公司、ミクニ タイワン コー

ポレーション、ミクニ（タイラン

ド）カンパニー リミテッド、天

津三国有限公司、寧波三国機械電

子有限公司、上海三国精密機械有

限公司、ミクニ ヨーロッパ ゲ

ーエムベーハー及び浙江三国精密

機電有限公司の決算日は、12月31

日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって

は、決算日現在の財務諸表を使用

しております。ただし、連結決算

日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整

を行っております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は主として

移動平均法により算定） 

(イ）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は主として

移動平均法により算定） 

(イ）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 

 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、売却原価は主として移

動平均法により算定） 

 時価のないもの 

 主として移動平均法に基

づく原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 ②デリバティブ 

時価法 

 但し、特例処理の要件を

満たす金利スワップ取引及

び金利キャップ取引につい

ては時価評価せず、その金

銭の受払の純額等を当該資

産又は負債に係る利息に加

減して処理しております。 

②デリバティブ 

同左 

②デリバティブ 

同左 

 ③たな卸資産 

 主として総平均法よる原価法

を採用しております。 

③たな卸資産 

同左 

③たな卸資産 

同左 

 



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） 

 (ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

 当社の建物及び在外連結子

会社の保有する有形固定資産

は定額法を、その他の有形固

定資産は定率法を採用してお

ります。 

 但し、その他の有形固定資

産のうち、国内連結子会社の

平成10年４月１日以降に取得

した建物については、定額法

によっております。 

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

建物及び構築物 15～50年 

機械装置及び運搬具 5～13

年 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

同左 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

同左 

 ②無形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は

定額法を採用し、在外連結子

会社は所在地国の会計基準の

規定に基づく定額法を採用し

ております。 

 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

づいております。 

②無形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

同左 

 (ハ）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒

損失に備えるため、当社及び

国内連結子会社は一般債権に

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。また、在外

連結子会社は主として特定の

債権について回収不能見込額

を計上しております。 

(ハ）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒

損失に備えるため、当社及び

国内連結子会社は一般債権に

ついては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計

上しております。また、在外

連結子会社は主として特定の

債権について回収不能見込額

を計上しております。 

(ハ）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 



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） 

 ②賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社

は、従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき計上してお

ります。 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

同左 

 ③退職給付引当金 

 当社及び国内連結子会社に

おいて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。 

 会計基準変更時差異につい

ては、15年による均等額を費

用処理、また、過去勤務債務

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

による定額法により処理して

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期間に

よる定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から処理することとして

おります。 

③退職給付引当金 

同左 

③退職給付引当金 

 当社及び国内連結子会社に

おいて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。 

 会計基準変更時差異につい

ては、15年による均等額を費

用処理、また、過去勤務債務

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

による定額法により処理して

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期間に

よる定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌連結会

計年度から処理することとし

ております。 

 ④役員退職慰労引当金 

───────── 

───────── ④役員退職慰労引当金 

───────── 

 （追加情報） 

 役員の退職慰労金の支出に

備えて、当社は役員退職慰労

金規程に基づく中間期末要支

給額を計上しておりました

が、平成17年６月29日開催の

定時株主総会終結の時をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止

しました。 

 これに伴い、これまでの在

任期間に応じた役員退職慰労

金が499百万円で確定し、その

支払い時期はそれぞれの対象

者の退任時とすることを同株

主総会にて決議しましたの

で、確定した役員退職慰労金

499百万円については、固定負

債の「その他」として表示し

ております。 

 （追加情報） 

 役員の退職慰労金の支出に

備えて、当社は役員退職慰労

金規程に基づく期末要支給額

を計上しておりましたが、平

成17年６月29日開催の定時株

主総会終結の時をもって役員

退職慰労金制度を廃止しまし

た。 

 これに伴い、これまでの在

任期間に応じた役員退職慰労

金が499百万円で確定し、その

支払い時期はそれぞれの対象

者の退任時とすることを同株

主総会にて決議しましたの

で、確定した役員退職慰労金

499百万円については、固定負

債の「その他」として表示し

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） 

 (ニ）重要な外貨建資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外連結子会社等

の資産及び負債は、中間決算

日の直物為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分

及び資本の部における為替換

算調整勘定に含めて計上して

おります。 

(ニ）重要な外貨建資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外連結子会社等

の資産及び負債は、中間決算

日の直物為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定及び

少数株主持分に含めて計上し

ております。 

(ニ）重要な外貨建資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外連結子会社等

の資産及び負債は、決算日の

直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分及び

資本の部における為替換算調

整勘定に含めて計上しており

ます。 

 (ホ）重要なリース取引の処理方

法 

 当社及び連結子会社は、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、主として通常の

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。 

(ホ）重要なリース取引の処理方

法 

同左 

(ホ）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (ヘ）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ要件を満たす通貨ス

ワップ、通貨オプションにつ

いては繰延ヘッジ処理を採用

することとしており、金利ス

ワップ、金利キャップのうち

特例処理の要件を満たしてい

るものは、特例処理を採用し

ております。 

(ヘ）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ要件を満たす為替予

約取引、通貨スワップ及び通

貨オプションについては繰延

ヘッジ処理を採用することと

しており、金利スワップ、金

利キャップのうち特例処理の

要件を満たしているものは、

特例処理を採用しておりま

す。 

(ヘ）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ要件を満たす通貨ス

ワップ、通貨オプションにつ

いては繰延ヘッジ処理を採用

することとしており、金利ス

ワップ、金利キャップのうち

特例処理の要件を満たしてい

るものは、特例処理を採用し

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） 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段  ヘッジ対象

通貨スワップ 
 外貨建買掛

金 

 
 外貨建予定

仕入 

通貨オプショ

ン 
 
外貨建買掛

金 

 
 外貨建予定

仕入 

金利スワップ  借入金 

金利キャップ  借入金 

ヘッジ手段  ヘッジ対象

為替予約取引 
 外貨建買掛

金 

  
外貨建予定

仕入 

通貨スワップ 
 外貨建買掛

金 

  
外貨建予定

仕入 

通貨オプショ

ン 

 外貨建買掛

金 

  外貨建予定

仕入 

金利スワップ  借入金 

金利キャップ  借入金 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

通貨スワップ 
 外貨建買掛

金 

  外貨建予定

仕入 

通貨オプショ

ン 

 外貨建買掛

金 

  外貨建予定

仕入 

金利スワップ  借入金 

金利キャップ  借入金 

 ③ヘッジ方針 

 主として当社の内部規程で

あります「市場リスク管理規

程」に基づき、為替変動リス

ク及び金利変動リスクをヘッ

ジしております。 

③ヘッジ方針 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であ

り、ヘッジ開始時及びその後

も継続して、為替相場の変動

を完全に相殺するものと想定

することができるため、ある

いは、取引すべてが将来の購

入予定に基づくものであり、

実行の可能性が極めて高いた

め、有効性があると判定して

おります。 

 また、ヘッジ手段の想定元

本等とヘッジ対象の元本等が

一致しており、金利スワップ

等の特例処理の要件に該当す

ると判定されるものについて

は、当該判定をもって有効性

の判定に代えております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(ト）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によってお

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 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準）  

 当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ありません。 

──────── （固定資産の減損に係る会計基準）  

 当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

──────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は23,634百万円でありま

す。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

────────  



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） 

──────  （中間連結貸借対照表）  

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」とし

て掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「負

ののれん」と表示しております。 

──────  （中間連結損益計算書）  

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間

から「負ののれん償却額」と表示しております。 

──────  （中間連結キャッシュ・フロー計算書）  

１．前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償

却額」として掲記されていたものは、当中間連結会

計期間から「負ののれん償却額」と表示しておりま

す。 

 ２．営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差損

益」は、当中間連結会計期間において、金額的重要

性が乏しくなったため「その他」に含めておりま

す。 

 なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれ

ている「為替差損益」は40百万円であります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成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、 

55,514百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 

57,008百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 

56,046百万円であります。 

※２ 担保資産及び担保対象債務 

(1）担保資産 

※２ 担保資産及び担保対象債務 

(1）担保資産 

※２ 担保資産及び担保対象債務 

(1）担保資産 

 
区分 

工場財団 
（百万円） 

その他 
（百万円）

計 
（百万円） 

建物及
び構築
物 

4,640 2,230 6,870 

機械装
置及び
運搬具 

4,037 868 4,905 

土地 6,892 3,748 10,640 

現金及
び預金 

－ 130 130 

受取手
形及び
売掛金 

－ 1,330 1,330 

投資有
価証券 

－ 1,539 1,539 

たな卸
資産 

－ 1,333 1,333 

計 15,569 11,180 26,750 

 
区分 

工場財団 
（百万円）

その他 
（百万
円） 

計 
（百万円）

建物及
び構築
物 

4,522 1,131 5,654 

機械装
置及び
運搬具 

4,374 － 4,374 

土地等 6,892 2,822 9,715 

現金及
び預金 

－ 141 141 

受取手
形及び
売掛金 

－ 879 879 

投資有
価証券 

－ 2,064 2,064 

たな卸
資産 

－ 1,614 1,614 

計 15,789 8,653 24,442 

 
区分 

工場財団 
（百万円） 

その他 
（百万
円） 

計 
（百万円）

建物及
び構築
物 

4,585 1,083 5,669 

機械装
置及び
運搬具 

4,321 － 4,321 

土地 6,892 2,683 9,575 

現金及
び預金 

－ 142 142 

受取手
形及び
売掛金 

－ 1,233 1,233 

投資有
価証券 

－ 1,999 1,999 

たな卸
資産 

－ 1,299 1,299 

計 15,799 8,441 24,241 

 (2）担保対象債務  (2）担保対象債務  (2）担保対象債務 

 
区分 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

短期借入
金 

1,964 （555）

１年以内
返済長期
借入金 

3,748 （2,971）

長期借入
金 

5,659 （4,104）

計 11,372 （7,631）

 
区分 

金額 
（百万円）

金額 
（百万円）

短期借入
金 

2,372 （555）

１年以内
返済長期
借入金 

2,739 （2,379）

長期借入
金 

2,374 （1,760）

計 7,486 （4,694）

 
区分 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円）

短期借入
金 

2,620 （555）

１年以内
返済長期
借入金 

3,162 （2,589）

長期借入
金 

3,955 （2,918）

計 9,738 （6,062）

 （ ）書きは内数で工場財団設定対

象債務であります。 

 （ ）書きは内数で工場財団設定対

象債務であります。 

 （ ）書きは内数で工場財団設定対象

債務であります。 

３ 保証債務 

１．連結会社以外の会社の金融機関

等よりの借入金に対し、次のと

おり保証を行っております。 

 ３ 保証債務 

１．連結会社以外の会社の金融機関

等よりの借入金に対し、次のと

おり保証を行っております。 

 ３ 保証債務 

１．連結会社以外の会社の金融機関等

よりの借入金に対し、次のとおり

保証を行っております。 

 ㈱ミクニエ

ステート 
55百万円 

 ㈱ミクニエ

ステート 
  44百万円 

 ㈱ミクニエ

ステート 
  49百万円 

 ２．連結会社以外の会社の金融機関

よりの借入金に対し、次のとお

り念書を差し入れております。 

 ２．   ────────  ２．   ──────── 

 ㈱ミクニエ

ステート 
1百万円 

          

 ４ 受取手形割

引高 
     43百万円 

（うち外貨

分） 
（42百万円) 

（外貨額） （378千US＄) 

 ４ 受取手形割

引高 
96百万円 

（うち外貨

分） 
（83百万円) 

（外貨額） （711千US＄) 

 ４ 受取手形割

引高 
58百万円 

（うち外貨

分） 
（40百万円) 

（外貨額） （341千US＄) 

 



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） 

※５  当社の借入金のうち、長期借入金

1,540百万円（１年以内返済予定長期

借入金560百万円を含む）には以下の

財務制限条項がついており、これに

抵触した場合、借入先の要求に基づ

き該当する借入金を一括返済するこ

とがあります。 

※５  当社の借入金のうち、長期借入金

980百万円（１年以内返済予定長期借

入金560百万円を含む）には以下の財

務制限条項がついており、これに抵

触した場合、借入先の要求に基づき

該当する借入金を一括返済すること

があります。 

※５  当社の借入金のうち、長期借入金

1,260百万円（１年以内返済予定長期

借入金560百万円を含む）には以下の

財務制限条項がついており、これに

抵触した場合、借入先の要求に基づ

き該当する借入金を一括返済するこ

とがあります。 

 (1）各決算期末及び各中間期末にお

ける連結決算及び単体決算におい

て自己資本の金額が、それぞれ平

成14年３月末決算期における貸借

対照表上の自己資本の金額の75%

を下回らないこと。 

 (1）各決算期末及び各中間期末にお

ける連結決算及び単体決算におい

て自己資本の金額が、それぞれ平

成14年３月末決算期における貸借

対照表上の自己資本の金額の75%

を下回らないこと。 

 (1）各決算期末及び各中間期末にお

ける連結決算及び単体決算におい

て自己資本の金額が、それぞれ平

成14年３月末決算期における貸借

対照表上の自己資本の金額の75%を

下回らないこと。 

 (2）各決算期末における連結決算及

び単体決算において、経常損益及

び税引後当期純利益が２期連続赤

字にならないこと。 

 (2）各決算期末における連結決算及

び単体決算において、経常損益及

び税引後当期純利益が２期連続赤

字にならないこと。 

 (2）各決算期末における連結決算及

び単体決算において、経常損益及

び税引後当期純利益が２期連続赤

字にならないこと。 

※６  当社は運転資金の効率的な調達を

行うため、取引銀行７行とコミット

メントライン契約（特定融資枠契

約）を締結しております。 

 この契約に基づく借入未実行残高

は次のとおりであります。 

※６  当社は運転資金の効率的な調達を

行うため、取引銀行６行とコミット

メントライン契約（特定融資枠契

約）を締結しております。 

 この契約に基づく借入未実行残高

は次のとおりであります。 

※６  当社は運転資金の効率的な調達を

行うため、取引銀行６行とコミット

メントライン契約（特定融資枠契

約）を締結しております。 

 この契約に基づく借入未実行残高

は次のとおりであります。 

 

 なお、この契約には以下の財務制

限条項がついており、これに抵触し

た場合、借入先の要求に基づき該当

する借入金を一括返済することがあ

ります。 

(1）各年度の決算期の末日における

連結の貸借対照表上に記載される

資本の部の合計金額を、平成16年

３月31日における連結の貸借対照

表上に記載される資本の部の合計

金額の75％以上に維持すること。 

(2）各年度の決算期の末日における

単体の貸借対照表上に記載される

資本の部の合計金額を、平成16年

３月31日における単体の貸借対照

表上に記載される資本の部の合計

金額の75％以上に維持すること。 

コミットメント

ラインの総額 

     2,500百万円

借入実行残高      2,500百万円

差引額      －百万円

 

 なお、この契約には以下の財務制

限条項がついており、これに抵触し

た場合、借入先の要求に基づき該当

する借入金を一括返済することがあ

ります。 

(1）各年度の決算期の末日における

連結の貸借対照表上に記載される

従来の資本の部の合計に相当する

金額を、平成16年３月31日におけ

る連結の貸借対照表上に記載され

る資本の部の合計金額の75％以上

に維持すること。 

(2）各年度の決算期の末日における

単体の貸借対照表上に記載される

従来の資本の部の合計に相当する

金額を、平成16年３月31日におけ

る単体の貸借対照表上に記載され

る資本の部の合計金額の75％以上

に維持すること。 

コミットメント

ラインの総額 

2,500百万円

借入実行残高 2,500百万円

差引額 －百万円

 

 なお、この契約には以下の財務制

限条項がついており、これに抵触し

た場合、借入先の要求に基づき該当

する借入金を一括返済することがあ

ります。 

(1）各年度の決算期の末日における

連結の貸借対照表上に記載される

資本の部の合計金額を、平成16年

３月31日における連結の貸借対照

表上に記載される資本の部の合計

金額の75％以上に維持すること。 

(2）各年度の決算期の末日における

単体の貸借対照表上に記載される

資本の部の合計金額を、平成16年

３月31日における単体の貸借対照

表上に記載される資本の部の合計

金額の75％以上に維持すること。 

コミットメント

ラインの総額 

2,500百万円

借入実行残高 1,000百万円

差引額 1,500百万円

※７ ──────── ※７ 中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、当中間連結会

計期間の末日が金融機関の休日でし

たが、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。当中間連

結会計期間末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。 

※７ ──────── 

   受取手形 106百万円

支払手形 712百万円

  



（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

配当金支払額 

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） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

 賞与引当金繰入額       228百万円

貸倒引当金繰入額       6百万円

退職給付費用       26百万円

給料手当・賞与     1,473百万円

支払運賃     888百万円

 賞与引当金繰入額 210百万円

退職給付費用 21百万円

給料手当・賞与 1,237百万円

支払運賃 851百万円

 賞与引当金繰入額 240百万円

貸倒引当金繰入額 15百万円

役員退職慰労引当

金繰入額 
8百万円

退職給付費用 50百万円

給料手当・賞与 2,834百万円

支払運賃 1,704百万円

※２ 固定資産売却益の内訳 ※２ 固定資産売却益の内訳 ※２ 固定資産売却益の内訳 

 機械装置及び運搬

具 
  0百万円

計   0百万円

 建物及び構築物 90百万円

機械装置及び運搬

具 
1百万円

計 92百万円

 建物及び構築物 7百万円

機械装置及び運搬

具 
6百万円

計 13百万円

※３ 固定資産売却等損失の内訳 ※３ 固定資産売却等損失の内訳 ※３ 固定資産売却等損失の内訳 

 （売却）  

機械装置及び運搬

具 
  0百万円

計   0百万円

 （売却）  

機械装置及び運搬

具 
21百万円

工具器具備品 0百万円

計 22百万円

 （売却）  

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬

具 
1百万円

工具器具備品 0百万円

計 2百万円

 （除却）  

建物及び構築物    30百万円

機械装置及び運搬

具 
   20百万円

工具器具備品    3百万円

計    55百万円

 （除却）  

建物及び構築物 15百万円

機械装置及び運搬

具 
29百万円

工具器具備品 8百万円

計 53百万円

 （除却）  

建物及び構築物 60百万円

機械装置及び運搬

具 
175百万円

工具器具備品 10百万円

計 245百万円

 
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 34,049 － － 34,049 

合計 34,049 － － 34,049 

自己株式     

普通株式 （注） 91 6 － 97 

合計 91 6 － 97 

（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 373 11 平成18年３月31日 平成18年６月30日 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成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 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

  百万円

現金及び預金勘定 2,074

預入期間が３か月を超

える定期預金 
△25

現金及び現金同等物 2,048

  百万円

現金及び預金勘定 1,286

預入期間が３か月を超

える定期預金 
△14

現金及び現金同等物 1,271

  百万円

現金及び預金勘定 2,404

預入期間が３か月を超

える定期預金 
△14

預金及び現金同等物 2,390

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（借主） 

(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 

 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） 

(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 

 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） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

機械装置
及び運搬
具 

208 108 99 

工具器具
備品 

3,242 1,835 1,407 

無形固定
資産（ソ
フトウェ
ア） 

13 6 6 

合計 3,464 1,949 1,514 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

機械装置
及び運搬
具 

169 74 95 

工具器具
備品 

2,950 1,561 1,388 

無形固定
資産（ソ
フトウェ
ア） 

9 4 4 

合計 3,129 1,640 1,488 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬
具 

192 87 104 

工具器具
備品 

3,016 1,574 1,441 

無形固定
資産(ソ
フトウェ
ア) 

9 3 5 

合計 3,218 1,665 1,552 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内       786百万円

１年超       728百万円

合計 1,514百万円

１年内 758百万円

１年超 729百万円

合計 1,488百万円

１年内 782百万円

１年超 770百万円

合計 1,552百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が、

有形固定資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が、有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 458百万円

減価償却費相当額 458百万円

支払リース料 454百万円

減価償却費相当額 454百万円

支払リース料 1,087百万円

減価償却費相当額 1,087百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

（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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

（減損損失について） 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

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は行っておりません。

 なお、減損処理は、当中間連結会計期間末における時価が取得価額に対して著しく下落し、回復の見込が

ないものを対象としておりますが、その際には当中間連結会計期間における株価と簿価との乖離幅の変動状

況並びに発行会社の最近の業績等を総合的に検討して株価の回復可能性を判断しております。 

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は行っておりません。

 なお、減損処理は、当中間連結会計期間末における時価が取得価額に対して著しく下落し、回復の見込が

ないものを対象としておりますが、その際には当中間連結会計期間における株価と簿価との乖離幅の変動状

況並びに発行会社の最近の業績等を総合的に検討して株価の回復可能性を判断しております。 

 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 1,883 4,421 2,538 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 1,883 4,421 2,538 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 526 

非上場外国債券 13 

 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 1,927 5,819 3,891 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 1,927 5,819 3,891 



２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

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） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式については、減損処理を行っておりません。

 なお、減損処理は、当連結会計年度末における時価が取得価額に対して著しく下落し、回復の見込みがな

いものを対象としておりますが、その際には、当連結会計年度における株価と簿価との乖離幅の変動状況並

びに発行会社の最近の業績等を総合的に検討して株価の回復可能性を判断しております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 28 

非上場外国債券 15 

 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 1,924 5,792 3,867 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 1,924 5,792 3,867 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 27 

非上場外国債券 14 



（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） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

通貨 為替予約取引    

 売建    

 米ドル 364 379 △15 

 買建    

 米ドル 1,720 1,815 95 

合計 － － 79 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

通貨 為替予約取引    

 売建    

 米ドル 106 109 △2 

 買建    

 米ドル 38 42 3 

合計 － － 0 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

通貨 為替予約取引    

 売建    

 米ドル 88 92 △3 

 買建    

 米ドル 1,897 1,912 14 

合計 － － 10 



（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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製造方法及び販売方法の類似性等に基づき区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

 
自動車関連
品事業 
（百万円） 

生活・環境
関連品事業 
（百万円） 

輸入品販売
等事業 
（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 27,931 3,487 7,867 39,286 － 39,286 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 27,931 3,487 7,867 39,286 － 39,286 

営業費用 26,198 3,807 7,588 37,593 － 37,593 

営業利益又は営業損失

（△） 
1,733 △319 279 1,693 － 1,693 

事業区分 売上区分 主要製品 

自動車関連

品事業 

燃料噴射関

連品 
スロットルボデー、インテークマニホールド、デリバリーパイプ 

気化器類 
小型四輪用気化器、軽四輪用気化器、二輪用気化器、汎用気化器、 

気化器部品類、ダイカスト製品類 

補器類 可変バルブタイミング、バキュームポンプ、ＩＣＶ 

ポンプ類 オイルポンプ、燃料ポンプ、トロコイドポンプ、樹脂燃料ポンプ 

生活・環境

関連品事業 

ガス制御機

器類 
ガス用立ち消え安全装置、電磁弁、ガス用比例制御弁 

暖房器類 バス用ヒータ、建設機械用ヒータ、小型温気ヒータ、加湿器 

福祉介護機

器類 
医療・福祉機器 

健康・美容

機器類 
噴霧機器、酸化イオン水生成器 

その他 チャイルドシート、基板類、粒子状物質減少装置等 

輸入品販売

等事業 

航空機部品

類 
航空宇宙用機器・部品・附属品、航空機部品 

芝刈り機類 芝刈り機、芝管理機械、ゴルフ場整備機械 

その他 不動産管理等 



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．事業区分の方法 

事業は、製造方法及び販売方法の類似性等に基づき区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

 
自動車関連
品事業 
（百万円） 

生活・環境
関連品事業 
（百万円） 

輸入品販売
等事業 
（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 30,704 3,927 10,661 45,293 － 45,293 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 30,704 3,927 10,661 45,293 － 45,293 

営業費用 29,414 4,134 10,063 43,613 － 43,613 

営業利益又は営業損失

（△） 
1,289 △207 598 1,679 － 1,679 

事業区分 売上区分 主要製品 

自動車関連

品事業 

燃料噴射関

連品 
スロットルボデー、ディスチャージポンプ、センサ類 

気化器類 二輪車用気化器、汎用気化器、気化器部品類、ダイカスト製品類 

補器類 
樹脂インテークマニホールド、セカンドエアバルブ、 

可変バルブタイミングシステム 

ポンプ類 オイルポンプ、ウォーターポンプ、樹脂燃料ポンプ、燃料ポンプ 

生活・環境

関連品事業 

ガス制御機

器類 
ガス用立ち消え安全装置、電磁弁、ガス用比例制御弁 

暖房器類 バス用ヒータ、建設機械用ヒータ、小型温気ヒータ、加湿器 

福祉介護機

器類 
医療・福祉機器 

健康・美容

機器類 
噴霧機器、酸化イオン水生成器 

その他 基板類、チャイルドシート、携帯用加湿器 

輸入品販売

等事業 

航空機部品

類 
航空宇宙用機器・部品・附属品、航空機部品 

芝刈り機類 芝刈り機、芝管理機械、ゴルフカート、ゴルフ場整備機械 

その他 不動産管理等 



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 

事業は、製造方法及び販売方法の類似性等に基づき区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

 
自動車関連
品事業 
（百万円） 

生活・環境
関連品事業 
（百万円） 

輸入品販売
等事業 
（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 61,110 8,217 16,449 85,777 － 85,777 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 61,110 8,217 16,449 85,777 － 85,777 

営業費用 57,038 8,576 16,171 81,786 － 81,786 

営業利益又は営業損失

（△） 
4,072 △358 277 3,990 － 3,990 

事業区分 売上区分 主要製品 

自動車関連

品事業 

燃料噴射関

連品 
スロットルボデー、インテークマニホールド 

気化器類 
小型四輪用気化器、軽四輪用気化器、二輪用気化器、汎用気化器、気

化器部品類、ダイカスト製品類 

補器類 可変バルブタイミング、バキュームポンプ 

ポンプ類 オイルポンプ、燃料ポンプ、トロコイドポンプ、樹脂燃料ポンプ 

生活・環境

関連品事業 

ガス制御機

器類 
ガス用立ち消え安全装置、電磁弁、ガス用比例制御弁 

暖房器類 バス用ヒータ、建設機械用ヒータ、小型温気ヒータ、加湿器 

福祉介護機

器類 
医療・福祉機器 

健康・美容

機器類 
噴霧機器、酸化イオン水生成器 

その他 チャイルドシート、基板類、粒子状物質減少装置等 

輸入品販売

等事業 

航空機部品

類 
航空宇宙用機器・部品・附属品、航空機部品 

芝刈り機類 芝刈り機、芝管理機械、ゴルフ場整備機械 

その他 不動産管理等 



【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） 

 （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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北 米……米国 

(2）欧 州……ドイツ 

(3）アジア……中国、台湾、タイ 

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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北 米……米国 

(2）欧 州……ドイツ 

(3）アジア……中国、台湾、タイ 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
欧州 

（百万円）
アジア 
（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 30,746 2,547 664 5,329 39,286 － 39,286 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
4,212 4,383 26 1,238 9,860 (9,860) － 

計 34,958 6,930 691 6,567 49,147 (9,860) 39,286 

営業費用 34,004 6,914 645 5,757 47,322 (9,728) 37,593 

営業利益 954 16 45 809 1,825 (132) 1,693 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
欧州 

（百万円）
アジア 
（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 35,410 2,690 785 6,407 45,293 － 45,293 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
4,009 6,455 74 1,543 12,082 (12,082) － 

計 39,419 9,146 859 7,950 57,376 (12,082) 45,293 

営業費用 38,601 8,961 832 7,385 55,780 (12,166) 43,613 

営業利益 817 185 27 565 1,596 83 1,679 



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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北 米……米国 

(2）欧 州……ドイツ 

(3）アジア……中国、台湾、タイ 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
欧州 

（百万円）
アジア 
（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 66,936 5,381 1,289 12,168 85,777 － 85,777 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
7,986 10,157 81 2,758 20,984 (20,984) － 

計 74,923 15,539 1,371 14,927 106,761 (20,984) 85,777 

営業費用 72,685 15,328 1,325 13,112 102,451 (20,665) 81,786 

営業利益 2,237 211 45 1,814 4,309 (319) 3,990 



【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） 

 （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の内訳は次のとおりであります。 

(1）北 米……米国 

(2）欧 州……ドイツ、イタリア 

(3）アジア……中国、台湾、韓国、タイ、インド 

(4）その他……ニュージーランド 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

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の内訳は次のとおりであります。 

(1）北 米……米国 

(2）欧 州……ドイツ、イタリア 

(3）アジア……中国、台湾、韓国、タイ、インド、インドネシア 

(4）その他……ニュージーランド、オーストラリア、イラン、ブラジル他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,565 928 6,256 12 9,762 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     39,286 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合(％) 
6.5 2.4 15.9 0.0 24.8 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,799 1,057 7,437 181 11,476 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     45,293 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合(％) 
6.2 2.3 16.4 0.4 25.3 



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．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の内訳は次のとおりであります。 

(1）北 米……米国 

(2）欧 州……ドイツ、イタリア 

(3）アジア……中国、台湾、韓国、タイ、インド、インドネシア 

(4）その他……オーストラリア、ニュージーランド、イラン、ブラジル他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,432 1,498 14,492 177 21,601 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     85,777 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合(％) 
6.3 1.7 16.9 0.2 25.2 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額      602.56円

１株当たり中間純利益

金額 

     25.94円

１株当たり純資産額      701.37円

１株当たり中間純利益

金額 

26.03円

１株当たり純資産額 680.92円

１株当たり当期純利益

金額 

  62.07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

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  （追加情報） 

 「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第４号）が平成18年１月

31日付で改正されたことに伴い、当

中間連結会計期間から繰延ヘッジ損

益（税効果調整後）の金額を普通株

式に係る中間期末の純資産額に含め

ております。 

 なお、前連結会計年度末において

採用していた方法により算定した当

中間連結会計期間末の１株当たり純

資産額は、696.11円であります。 

  

 
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)

中間（当期）純利益（百万円） 881 883 2,228 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 120 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (120) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
881 883 2,108 

期中平均株式数（株） 33,974,563 33,955,523 33,968,547 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  865   413   1,014   

２ 受取手形 ※７ 912   931   907   

３ 売掛金  13,123   15,881   15,268   

４ たな卸資産  5,857   5,648   5,235   

５ 繰延税金資産  894   739   911   

６ その他 ※８ 1,505   2,131   1,445   

貸倒引当金  △285   △237   △236   

流動資産合計   22,872 36.8  25,508 38.3  24,545 38.1 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※1,2          

(1）建物  6,808   6,704   6,782   

(2）機械及び装置  4,535   4,786   4,753   

(3）土地  12,129   12,105   12,105   

(4）その他  2,439   3,673   2,300   

計  25,912   27,270   25,942   

２ 無形固定資産  308   309   350   

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 4,947   5,847   5,820   

(2）関係会社株式  3,227   3,687   3,687   

(3）繰延税金資産  1,062   459   531   

(4）その他  4,670   4,385   4,389   

貸倒引当金  △872   △929   △913   

計  13,035   13,450   13,516   

固定資産合計   39,257 63.2  41,031 61.7  39,808 61.9 

資産合計   62,130 100.0  66,539 100.0  64,354 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形 ※７ 2,705   2,919   3,482   

２ 買掛金  5,804   6,739   6,649   

３ 短期借入金 ※2,6 11,935   16,260   12,310   

４ １年以内償還社債  50   －   －   

５ １年以内返済長期
借入金 

※2,5 4,510   3,614   4,108   

６ 未払法人税等  667   334   704   

７ 賞与引当金  1,514   1,367   1,489   

８ その他 ※８ 2,355   3,883   2,620   

流動負債合計   29,541 47.5  35,119 52.8  31,364 48.7 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※2,5 6,606   3,705   5,487   

２ 再評価に係る繰延
税金負債  2,965   2,965   2,965   

３ 退職給付引当金  4,448   4,420   4,462   

４ その他  729   697   798   

固定負債合計   14,749 23.8  11,788 17.7  13,714 21.3 

負債合計   44,290 71.3  46,907 70.5  45,078 70.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,215 3.6  － －  2,215 3.5 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  1,700   －   1,700   

資本剰余金合計   1,700 2.7  － －  1,700 2.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  598   －   598   

２ 任意積立金  104   －   104   

３ 中間（当期）未処
分利益  7,211   －   7,851   

利益剰余金合計   7,914 12.7  － －  8,554 13.3 

Ⅳ 土地再評価差額金   4,503 7.2  － －  4,503 7.0 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   1,526 2.5  － －  2,329 3.6 

Ⅵ 自己株式   △21 △0.0  － －  △27 △0.0 

資本合計   17,839 28.7  － －  19,275 30.0 

負債資本合計   62,130 100.0  － －  64,354 100.0 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   － －  2,215 3.3  － －

２ 資本剰余金           

(1)資本準備金   －   1,700   －   

資本剰余金合計   － －  1,700 2.5  － － 

  ３  利益剰余金           

(1)利益準備金   －   598   －   

(2)その他利益剰余
金           

 固定資産圧縮記帳
積立金 

  －   11   －   

 特別償却準備金   －   68   －   

 繰越利益剰余金   －   8,042   －   

利益剰余金合計   － －  8,720 13.1  － － 

４ 自己株式   － －  △30 △0.0  － －

株主資本合計   － －  12,605 18.9  － －

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評
価差額金   － －  2,343 3.5  － －

２ 繰延ヘッジ損益   － －  178 0.3  － －

３ 土地再評価差額金   － －  4,503 6.8  － －

評価・換算差額等合
計   － －  7,026 10.6  － －

純資産合計   － －  19,632 29.5  － －

負債純資産合計   － －  66,539 100.0  － －

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   34,100 100.0  38,259 100.0  73,153 100.0 

Ⅱ 売上原価   29,636 86.9  34,090 89.1  64,662 88.4 

売上総利益   4,464 13.1  4,168 10.9  8,490 11.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   3,501 10.3  3,182 8.3  6,450 8.8 

営業利益   962 2.8  986 2.6  2,039 2.8 

Ⅳ 営業外収益 ※１  743 2.2  471 1.2  1,108 1.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２  397 1.2  390 1.0  759 1.0 

経常利益   1,309 3.8  1,067 2.8  2,388 3.3 

Ⅵ 特別利益 ※３  1 0.0  0 0.0  56 0.1 

Ⅶ 特別損失 ※４  192 0.5  60 0.2  403 0.6 

税引前中間（当
期）純利益   1,118 3.3  1,006 2.6  2,040 2.8 

法人税、住民税及
び事業税  631   230   927   

法人税等調整額  △188 442 1.3 116 346 0.9 △202 724 1.0 

中間（当期）純利
益   676 2.0  660 1.7  1,316 1.8 

前期繰越利益   6,534   －   6,534  

中間（当期）未処
分利益   7,211   －   7,851  

               



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株
式 

株主資
本合計 資本準

備金 

資本剰
余金合
計 

利益準
備金 

その他利益剰余金 
  
  
  利益剰

余金合
計 固定資

産圧縮
記帳積
立金 

特別償
却準備
金 

繰越利
益剰余
金 

その他
利益剰
余金合
計 

平成18年3月31日 残高 
（百万円） 

2,215 1,700 1,700 598 13 90 7,851 7,955 8,554 △27 12,442 

中間会計期間中の変動額            

固定資産圧縮記帳積立金の取
崩（注） 

        △1   1 － －   － 

特別償却準備金の積立（注）           26 △26 － －   － 

特別償却準備金の取崩（注）           △49 49 － －   － 

剰余金の配当（注）             △373 △373 △373   △373 

取締役賞与金（注）             △120 △120 △120   △120 

中間純利益              660 660 660   660 

自己株式の取得                    △3 △3 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

                      

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ － － － △1 △22 190 166 166 △3 163 

平成18年9月30日 残高 
（百万円） 

2,215 1,700 1,700 598 11 68 8,042 8,122 8,720 △30 12,605 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
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 
（百万円） 

2,329   4,503 6,833 19,275 

中間会計期間中の変動額      

固定資産圧縮記帳積立金の取
崩（注） 

        － 

特別償却準備金の積立（注）         － 

特別償却準備金の取崩（注）         － 

剰余金の配当（注）         △373 

取締役賞与金（注）          △120 

中間純利益          660 

自己株式の取得          △3 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

14 178   193 193 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

14 178 － 193 356 

平成18年9月30日 残高 
（百万円） 

2,343 178 4,503 7,026 19,632 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法に基づく原価法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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 

移動平均法に基づく原価

法。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）デリバティブ 

時価法によっております。但

し、特例処理の要件を満たす金

利スワップ取引及び金利キャッ

プ取引については時価評価せ

ず、その金銭の受払の純額等を

当該資産又は負債に係る利息に

加減して処理しております。 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

商品、製品、仕掛品、材料は総

平均法に基づく原価法、貯蔵品

は最終仕入原価法による方法を

採用しております。 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

建物は定額法、建物以外につい

ては定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 建物   15～50年 

 機械装置 10～13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 

定額法を採用しております。 

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）に基づいてお

ります。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



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） 

 (2）賞与引当金 

従業員等に支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額基準

に基づき計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

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、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、会計基準変更時差異につ 

いては、15年による均等額を費

用処理しております。 

また、過去勤務債務は、各事業

年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間による定額法により

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

均残存勤務期間による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から処理すること

としております。 

(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。 

なお、会計基準変更時差異につ

いては、15年による均等額を費

用処理しております。 

また、過去勤務債務は、各事業

年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間による定額法により

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

均残存勤務期間による定額法に

より按分した額を、それぞれ発

生の翌事業年度から処理するこ

ととしております。 

 (4）役員退職慰労引当金 

───────── 

───────── (4）役員退職慰労引当金 

───────── 

 （追加情報） 

役員の退職慰労金の支出に備え

て、役員退職慰労金規定に基づ

く中間期末要支給額を計上して

おりましたが、平成17年６月29

日開催の定時株主総会終結の時

をもって役員退職慰労金制度を

廃止しました。これに伴い、こ

れまでの在任期間に応じた役員

退職慰労金が499百万円で確定

し、その支払いの時期はそれぞ

れの対象者の退任時とすること

を同株主総会にて決議しました

ので、確定した役員退職慰労金

499百万円については、固定負

債の「その他」として表示して

おります。 

 （追加情報） 

役員の退職慰労金の支出に備え

て、役員退職慰労金規定に基づ

く期末要支給額を計上しており

ましたが、平成17年６月29日開

催の定時株主総会終結の時をも

って役員退職慰労金制度を廃止

しました。これに伴い、これま

での在任期間に応じた役員退職

慰労金が499百万円で確定し、そ

の支払いの時期はそれぞれの対

象者の退任時とすることを同株

主総会にて決議しましたので、

確定した役員退職慰労金499百万

円については、固定負債の「そ

の他」として表示しておりま

す。 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

 



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） 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

ヘッジ要件を満たす通貨スワッ

プ、通貨オプションについては

繰延ヘッジ処理を採用すること

としており、金利スワップ、金

利キャップのうち特例処理の要

件を満たしているものは、特例

処理を採用しております。 

①ヘッジ会計の方法 

ヘッジ要件を満たす為替予約取

引、通貨スワップ及び通貨オプ

ションについては繰延ヘッジ処

理を採用することとしており、

金利スワップ、金利キャップの

うち特例処理の要件を満たして

いるものは、特例処理を採用し

ております。 

①ヘッジ会計の方法 

ヘッジ要件を満たす通貨スワッ

プ、通貨オプションについては

繰延ヘッジ処理を採用すること

としており、金利スワップ、金

利キャップのうち特例処理の要

件を満たしているものは、特例

処理を採用しております。 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  ヘッジ対象

通貨スワップ 
 外貨建買掛

金 

 
 外貨建予定

仕入 

通貨オプショ

ン 
 
外貨建買掛

金 

 
 外貨建予定

仕入 

金利スワップ  借入金 

金利キャップ  借入金 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  ヘッジ対象

為替予約取引 
 外貨建買掛

金 

  
外貨建予定

仕入 

通貨スワップ  
外貨建買掛

金 

  
外貨建予定

仕入 

通貨オプショ

ン 
 
外貨建買掛

金 

  
外貨建予定

仕入 

金利スワップ  借入金 

金利キャップ  借入金 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  ヘッジ対象

通貨スワップ 
 外貨建買掛

金 

  
外貨建予定

仕入 

通貨オプショ

ン 
 
外貨建買掛

金 

  
外貨建予定

仕入 

金利スワップ  借入金 

金利キャップ  借入金 

 ③ヘッジ方針 

当社の内部規程であります「市

場リスク管理規程」に基づき、

為替変動リスク及び金利変動リ

スクをヘッジしております。 

③ヘッジ方針 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、ヘ

ッジ開始時及びその後も継続し

て、為替相場の変動を完全に相

殺するものと想定することがで

きるため、あるいは、取引すべ

てが将来の購入予定に基づくも

のであり、実行の可能性が極め

て高いため、有効性があると判

定しております。 

また、ヘッジ手段の想定元本等

とヘッジ対象の元本等が一致し

ており、金利スワップ等の特例

処理の要件に該当すると判定さ

れるものについては、当該判定

をもって有効性の判定に代えて

おります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式を採用しておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

①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。

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

──────── （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

による損益に与える影響は軽微であ

ります。 

──────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）  

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は19,453百万円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

──────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、

46,593百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、

46,443百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、

46,149百万円であります。 

※２ 担保資産及び担保対象債務 

(1）担保資産 

※２ 担保資産及び担保対象債務 

(1）担保資産 

※２ 担保資産及び担保対象債務 

(1）担保資産 

 
区分 

工場財団 
（百万円） 

その他 
（百万
円） 

計 
（百万円） 

建物 4,537 789 5,326 

構築物 103 － 103 

機械及
び装置 

4,037 － 4,037 

土地 6,892 3,057 9,949 

投資有
価証券 

 － 1,539 1,539 

計 15,569 5,385 20,955 

 
区分 

工場財団 
（百万円）

その他 
（百万
円） 

計 
（百万円）

建物 4,426  115 4,542 

構築物 96 － 96 

機械及
び装置 

4,374 － 4,374 

土地 6,892 2,037 8,929 

投資有
価証券 

－ 2,064 2,064 

計 15,789 4,218 20,007 

 
区分 

工場財団 
（百万円） 

その他 
（百万
円） 

計 
（百万円）

建物 4,486 119 4,605 

構築物 99 － 99 

機械及
び装置 

4,321 － 4,321 

土地 6,892 2,037 8,929 

投資有
価証券 

－ 1,999 1,999 

計 15,799 4,156 19,955 

 (2）担保対象債務  (2）担保対象債務  (2）担保対象債務 

 
区分 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

短期借
入金 

 905 （555） 

1年以内
返済長
期借入
金 

     3,355 （2,971） 

長期借
入金 

     5,064 （4,104） 

計       9,325 (7,631） 

 
区分 

金額 
（百万円）

金額 
（百万円）

短期借入
金 

905  （555） 

1年以内
返済長期
借入金 

2,626 (2,379） 

長期借入
金 

2,197 （1,760） 

計 5,729 （4,694） 

 
区分 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円）

短期借入
金 

905  （555） 

1年以内
返済長期
借入金 

2,889 (2,589） 

長期借入
金 

3,728 （2,918) 

計 7,522  （6,062) 

 （ ）書きは内数で工場財団設定対

象債務であります。 

 （ ）書きは内数で工場財団設定対

象債務であります。 

 （ ）書きは内数で工場財団設定対

象債務であります。 

 



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） 

３ 偶発債務 

保証債務 

関係会社の金融機関等よりの借入金

に対し次のとおり保証をおこなって

おります。 

３ 偶発債務 

保証債務 

関係会社の金融機関等よりの借入金

に対し次のとおり保証をおこなって

おります。 

３ 偶発債務 

保証債務 

関係会社の金融機関等よりの借入金

に対し次のとおり保証をおこなって

おります。 

 上海三国精密機械 

有限公司 

      349百万円

（外貨額）   (25,000千元) 

ミクニ（タイランド）カン 

パニー リミテッド 

     57百万円

（外貨額） (21,000千バーツ) 

成都三国紅光機械 

電子有限公司 

     153百万円

（外貨額）   (11,000千元) 

浙江三国精密機電 

有限公司 

     83百万円

（外貨額）    (6,000千元) 

 
天津三国有限公司 

（円貨建）       30百万円

 （外貨建）     60百万円

（外貨額）    (4,500千元) 

㈱ミクニ エステート 

    55百万円

ミクニ パーテック㈱ 

      290百万円

計  1,080百万円

 上海三国精密機械 

有限公司 

         373百万円

（外貨額）   (25,000千元) 

成都三国紅光機械 

電子有限公司 

        298百万円

（外貨額）   (20,000千元) 

浙江三国精密機電 

有限公司 

       805百万円

（外貨額）    (54,000千元) 

 
天津三国有限公司 

134百万円

㈱ミクニ エステート 

      44百万円

ミクニ パーテック㈱ 

         220百万円

計 1,875百万円

 上海三国精密機械 

有限公司 

         409百万円

（外貨額）   (28,000千元) 

成都三国紅光機械 

電子有限公司 

        292百万円

（外貨額）   (20,000千元) 

浙江三国精密機電 

有限公司 

       438百万円

（外貨額）    (30,000千元) 

 
天津三国有限公司 

       90百万円

㈱ミクニ エステート 

      49百万円

ミクニ パーテック㈱ 

         255百万円

計  1,536百万円

 この他に下記関係会社の金融機関か

らの借入に対し、念書を差し入れて

おります。 

    

      
 念書     

 ㈱ミクニエステート 

   1百万円

    

 ４ 受取手形割引高 43百万円  ４ 受取手形割引高   96百万円  ４ 受取手形割引高   58百万円

 



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） 

※５ 借入金のうち、長期借入金1,540百万

円（1年以内返済予定長期借入金560

百万円を含む）には以下の財務制限

条項がついており、これに抵触した

場合、借入先の要求に基づき該当す

る借入金を一括返済することがあり

ます。 

(1)各決算期末及び各中間期末におけ

る連結決算及び単体決算において自

己資本の金額が、それぞれ平成14年

３月末決算期における貸借対照表上

の自己資本の金額の75%を下回らない

こと。 

(2)各決算期末における連結決算及び

単体決算において、経常損益及び税

引後当期純利益が２期連続赤字にな

らないこと。 

※５ 借入金のうち、長期借入金980百万円

（1年以内返済予定長期借入金560百

万円を含む）には以下の財務制限条

項がついており、これに抵触した場

合、借入先の要求に基づき該当する

借入金を一括返済することがありま

す。 

(1)各決算期末及び各中間期末におけ

る連結決算及び単体決算において自

己資本の金額が、それぞれ平成14年

３月末決算期における貸借対照表上

の自己資本の金額の75%を下回らない

こと。 

(2)各決算期末における連結決算及び

単体決算において、経常損益及び税

引後当期純利益が２期連続赤字にな

らないこと。 

※５ 借入金のうち、長期借入金1,260百万

円（1年以内返済予定長期借入金560百

万円を含む）には以下の財務制限条項

がついており、これに抵触した場合、

借入先の要求に基づき該当する借入金

を一括返済することがあります。  

(1)各決算期末及び各中間期末におけ

る連結決算及び単体決算において自己

資本の金額が、それぞれ平成14年３月

末決算期における貸借対照表上の自己

資本の金額の75%を下回らないこと。 

(2)各決算期末における連結決算及び

単体決算において、経常損益及び税引

後当期純利益が２期連続赤字にならな

いこと。 

※６  運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行７行とコミットメント

ライン契約（特定融資枠契約）を締

結しております。 

  この契約に基づく借入未実行残高

は次のとおりであります。 

 なお、この契約には以下の財務制

限条項がついており、これに抵触し

た場合、借入先の要求に基づき該当

する借入金を一括返済することがあ

ります。 

(1）各年度の決算期の末日における

連結の貸借対照表上に記載される

資本の部の合計金額を、平成16年

３月31日における連結の貸借対照

表上に記載される資本の部の合計

金額の75％以上に維持すること。 

(2）各年度の決算期の末日における

単体の貸借対照表上に記載される

資本の部の合計金額を、平成16年

３月31日における単体の貸借対照

表上に記載される資本の部の合計

金額の75％以上に維持すること。 

コミットメント

ラインの総額 

    2,500百万円

借入実行残高      2,500百万円

差引額      －百万円

※６  運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行６行とコミットメント

ライン契約（特定融資枠契約）を締

結しております。 

  この契約に基づく借入未実行残高

は次のとおりであります。 

 なお、この契約には以下の財務制

限条項がついており、これに抵触し

た場合、借入先の要求に基づき該当

する借入金を一括返済することがあ

ります。 

(1）各年度の決算期の末日における

連結の貸借対照表上に記載される

従来の資本の部の合計に相当する

金額を、平成16年３月31日におけ

る連結の貸借対照表上に記載され

る資本の部の合計金額の75％以上

に維持すること。 

(2）各年度の決算期の末日における

単体の貸借対照表上に記載される

従来の資本の部の合計に相当する

金額を、平成16年３月31日におけ

る単体の貸借対照表上に記載され

る資本の部の合計金額の75％以上

に維持すること。 

コミットメント

ラインの総額 

 2,500百万円

借入実行残高     2,500百万円

差引額      －百万円

※６  運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行６行とコミットメントラ

イン契約（特定融資枠契約）を締結し

ております。 

  この契約に基づく借入未実行残高

は次のとおりであります。 

 なお、この契約には以下の財務制

限条項がついており、これに抵触し

た場合、借入先の要求に基づき該当

する借入金を一括返済することがあ

ります。 

(1）各年度の決算期の末日における

連結の貸借対照表上に記載される

資本の部の合計金額を、平成16年

３月31日における連結の貸借対照

表上に記載される資本の部の合計

金額の75％以上に維持すること。 

(2）各年度の決算期の末日における

単体の貸借対照表上に記載される

資本の部の合計金額を、平成16年

３月31日における単体の貸借対照

表上に記載される資本の部の合計

金額の75％以上に維持すること。 

コミットメント

ラインの総額 

2,500百万円

借入実行残高    1,000百万円

差引額 1,500百万円

※７ ──────── ※７ 中間会計期間末日満期手形 

 中間会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間会計期間の

末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処

理しております。当中間会計期間末

日満期手形の金額は、次のとおりで

あります。 

※７ ──────── 

   受取手形 70百万円

支払手形 712百万円

  

※８  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、金額的重要性が乏

しいため、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※８  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、金額的重要性が乏

しいため、流動資産の「その他」に

含めて表示しております。  

※８ ──────── 

  



（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） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

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 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

 受取利息     16百万円

受取配当金     395百万円

為替差益     153百万円

賃貸収入     141百万円

 受取利息 15百万円

受取配当金 286百万円

賃貸収入 146百万円

 受取利息       31百万円

受取配当金 

為替差益 

      442百万円

298百万円

賃貸収入 284百万円

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

 支払利息       219百万円

賃貸資産減価償

却費 
      35百万円

退職給付会計基

準変更時差異費

用処理額 

     97百万円

退職給付数理計

算上の差異費用

処理額 

      15百万円

 支払利息 167百万円

賃貸資産減価償

却費 
34百万円

退職給付会計基

準変更時差異費

用処理額 

97百万円

退職給付数理計

算上の差異費用

処理額 

21百万円

 支払利息 410百万円

賃貸資産減価償

却費 
      69百万円

退職給付会計基

準変更時差異費

用処理額 

195百万円

退職給付数理計

算上の差異費用

処理額 

31百万円

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ ───────── ※３ 特別利益のうち主要なもの 

 投資有価証券売

却益 
    0百万円

固定資産売却益  

その他     0百万円

計     0百万円

   投資有価証券償

還益 
16百万円

固定資産売却益  

機械及び装置   0百万円

車両運搬具    2百万円

その他   0百万円

 計    3百万円

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産売却等損失 

（除却） 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産売却等損失 

（除却） 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産売却等損失 

（除却） 

 建物      29百万円

機械及び装置      17百万円

その他      6百万円

計      52百万円

 建物 15百万円

機械及び装置 26百万円

その他       8百万円

計        51百万円

 建物        26百万円

機械及び装置 147百万円

その他 163百万円

計 336百万円

 役員退職慰労金     135百万円     固定資産評価損 300百万円

  
 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

 有形固定資産    733百万円

無形固定資産    34百万円

 有形固定資産 761百万円

無形固定資産 47百万円

 有形固定資産 1,555百万円

無形固定資産 77百万円

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

普通株式 91 6 － 97 

合計 91 6 － 97 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度末（平成18年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

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） 

(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 

 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） 

(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 

 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） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

有形固定
資産    

その他 3,221 1,819 1,402 

合計 3,221 1,819 1,402 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

有形固定
資産    

その他 2,862 1,519 1,343 

合計 2,862 1,519 1,343 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定
資産    

その他 2,930 1,548 1,382 

合計 2,930 1,548 1,382 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内      743百万円

１年超      658百万円

合計    1,402百万円

１年内      700百万円

１年超      642百万円

合計    1,343百万円

１年内       722百万円

１年超       659百万円

合計    1,382百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が、

有形固定資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が、有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 436百万円

減価償却費相当額 436百万円

支払リース料    423百万円

減価償却費相当額 423百万円

支払リース料 878百万円

減価償却費相当額 878百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

（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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

（減損損失について） 

同左 

  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

（減損損失について） 

同左 

  

  
中間貸借対照表計上額

  
時価 

  
差額 

関連会社株式  171百万円   2,467百万円   2,296百万円

  
中間貸借対照表計上額

  
時価 

  
差額 

関連会社株式  171百万円   1,039百万円   868百万円

  
貸借対照表計上額

  
時価 

  
差額 

関連会社株式   171百万円   1,881百万円   1,710百万円 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

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 

525.19円 

１株当たり純資産額 

      578.24円 

１株当たり純資産額 

564.10円 

１株当たり中間純利益金額 

19.91円 

１株当たり中間純利益金額 

     19.44円 

１株当たり当期純利益金額 

     35.23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

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  （追加情報）  

 「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第４号）が平成18年１月31

日付で改正されたことに伴い、当中

間会計期間から繰延ヘッジ損益（税

効果調整後）の金額を普通株式に係

る中間期末の純資産額に含めており

ます。 

 なお、前事業年度末において採用

していた方法により算定した当中間

会計期間末の１株当たり純資産額

は、572.98円であります。 

  

 
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)

中間（当期）純利益（百万円） 676 660 1,316 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 120 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (120) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
676 660 1,196 

期中平均株式数（株） 33,974,563 33,955,523 33,968,547 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

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

(1）臨時報告書 

平成18年５月15日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書でありま

す。  

(2）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第84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日関東財務局長に提出 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  
平成17年12月22日

株 式 会 社 ミ ク ニ   

 取締役会 御中  

 監査法人 日本橋事務所  

 代 表 社 員 公認会計士 黒田 克司  印 

 業務執行社員 公認会計士 小倉 明   印 

 業務執行社員 公認会計士 千葉 茂寛  印 

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

株式会社ミクニの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社ミクニ及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は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22日

株 式 会 社 ミ ク ニ   

 取締役会 御中  

 監査法人 日本橋事務所  

 代 表 社 員 公認会計士 黒田 克司  印 

 業務執行社員 公認会計士 木下 雅彦  印 

 業務執行社員 公認会計士 渡邉 均  印 

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

株式会社ミクニの平成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、株式会社ミクニ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。 

追記情報 

 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に記載されているとおり、会社は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」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」を適用して中間連結財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は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22日

株 式 会 社 ミ ク ニ   

 取締役会 御中  

 監査法人 日本橋事務所  

 代 表 社 員 公認会計士 黒田 克司  印 

 業務執行社員 公認会計士 小倉 明   印 

 業務執行社員 公認会計士 千葉 茂寛  印 

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

株式会社ミクニの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第84期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行

った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ミクニの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は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22日

株 式 会 社 ミ ク ニ   

 取締役会 御中  

 監査法人 日本橋事務所  

 代 表 社 員 公認会計士 黒田 克司  印 

 業務執行社員 公認会計士 木下 雅彦  印 

 業務執行社員 公認会計士 渡邉 均  印 

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

株式会社ミクニの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第85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、株式会社ミクニの平成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。 

追記情報 

 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に記載されているとおり、会社は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」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」

を適用して中間財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 
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