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

　

回次 第84期中 第85期中 第86期中 第84期 第85期

会計期間

自　平成18年
　　４月１日
至　平成18年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成19年
　　９月30日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成18年
　　４月１日
至　平成19年
　　３月31日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (百万円) 16,394 16,309 16,401 32,233 32,015

経常利益 (百万円) 292 351 555 556 594

中間(当期)純利益又は
中間(当期)純損失(△)

(百万円) 206 △517 △522 367 △1,406

純資産額 (百万円) 3,807 3,311 1,587 4,027 2,202

総資産額 (百万円) 31,508 29,866 26,170 31,054 27,610

１株当たり純資産額 (円) 13.39 5.10 △23.51 17.02 △13.28

１株当たり中間(当期）
純利益又は中間(当期)
純損失(△)

(円) 3.43 △8.58 △8.66 6.10 △23.33

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) 2.46 ─ ─ 4.37 ─

自己資本比率 (％) 12.1 11.1 6.0 13.0 8.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 484 525 1,370 1,651 1,518

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △170 235 △76 △226 194

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △850 △849 △858 △1,700 △1,700

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(百万円) 1,765 1,937 2,473 2,026 2,037

従業員数 (名) 1,377 1,292 1,231 1,358 1,275

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　１株当たり純資産額については、優先株式の払込金額を控除して算定しております。

３　第85期中、第85期、第86期中の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、１株当たり中間

(当期)純損失が計上されているため、記載しておりません。

４　金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第84期中 第85期中 第86期中 第84期 第85期

会計期間

自　平成18年
　　４月１日
至　平成18年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成19年
　　９月30日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成18年
　　４月１日
至　平成19年
　　３月31日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (百万円) 15,215 15,224 15,324 29,985 29,936

経常利益 (百万円) 132 455 291 407 822

中間(当期)純利益又は
中間(当期)純損失(△)

(百万円) 107 △583 △660 363 △1,481

資本金 (百万円) 3,157 3,157 3,157 3,157 3,157

発行済株式総数 (株)

普通株式 60,305,74860,305,74860,305,74860,305,74860,305,748

第Ⅱ種優先株式 6,000,0006,000,0006,000,0006,000,0006,000,000

純資産額 (百万円) 3,578 3,125 1,257 3,906 2,011

総資産額 (百万円) 35,051 31,815 27,611 32,014 29,039

１株当たり純資産額 (円) 9.60 2.08 △28.90 15.04 △16.39

１株当たり中間(当期）
純利益又は中間(当期)
純損失(△)

(円) 1.78 △9.67 △10.96 6.03 △24.58

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) 1.27 ─ ─ 4.32 ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 10.2 9.8 4.6 12.2 6.9

従業員数 (名) 556 527 472 556 515

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　１株当たり純資産額については、優先株式の払込金額を控除して算定しております。

３　第85期中、第85期、第86期中の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、１株当たり中間

(当期)純損失が計上されているため、記載しておりません。

４　金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間における当社及び当社の関係会社（親会社及び子会社12社）が営んでいる事業の内

容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、関係会社の異動はありません。

なお、平成20年10月１日付で白河精機㈱(連結子会社)と㈱金門岩瀬(連結子会社)は白河精機㈱を存続会

社とする吸収合併を行いました。　

また、平成20年９月19日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社である㈱金門瑞穂の全株式を当

社の親会社である㈱山武に譲渡する決議をいたしました。株式譲渡は平成21年１月を予定しております。　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の従業員の状況

平成20年９月30日現在

事業の名称 従業員数(名)

計量計測事業 1,231

合計 1,231

(注)　従業員数は就業人員であります。

　

(2) 提出会社の従業員の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 472

(注)　従業員数は就業人員であります。なお、執行役員10名、準社員43名を含んでおり、関係会社等への出向者53名は含ん

でおりません。

　

(3) 労働組合の状況

当中間連結会計期間において、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発する金融市場の混乱や、

原油、原材料価格の高騰による企業収益への影響が顕在化する中、設備投資は減少し、個人消費も物価上

昇の影響から伸び悩むなど、景気は減速傾向で推移いたしました。

　このような状況のなか、当社グループを取り巻く事業環境は、都市ガスメーターについては依然更新需

要が減少しておりますものの、ＬＰガスメーターの更新需要が増加したことにより、当中間連結会計期間

の売上高は16,401百万円(前年同期比0.6%増)となりました。

　営業利益と経常利益につきましては、「金門・山武ジャンプアップ２計画」などの収益構造の改善を進

めたことの効果が徐々に出始め、それぞれ601百万円(前年同期比22.5%増)、555百万円(前年同期比58.2%

増)となりました。 

　中間純損失につきましては、固定資産の減損損失及び移転費用等の計上により、522百万円の損失（前年

同期比4百万円の減益）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現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より435百万円増加して、2,473

百万円(前年同期比27.7%増)となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　当中間連結会計期間は1,036百万円の特別損失の計上などにより中間純損失となりましたが、非資金損

失項目の減損損失、売上債権の減少などにより、営業活動によるキャッシュ・フローは1,370百万円(前年

同期比161.0%増)となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは△76百万円(前年同期は235百万円)

となり、これは主として金型更新等の支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは△858百万円(前年同期は△849百万

円)となり、これは主として長期借入金の返済によるものであります。　
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当中間連結会計期間における生産実績は、次の通りであります。
　

事業の名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

計量計測事業 13,961 △1.2

合計 13,961 △1.2

(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) 受注実績

当中間連結会計期間における受注実績は、次の通りであります。
　

事業の名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

計量計測事業 16,969 1.0 1,391 17.4

合計 16,969 1.0 1,391 17.4

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(3) 販売実績
当中間連結会計期間における販売実績は、次の通りであります。

　

事業の名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

計量計測事業 16,401 0.6

合計 16,401 0.6

(注) １　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

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

東京瓦斯㈱ 2,408 14.8 2,313 14.1

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

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

　び新たに生じた課題はありません。

　

４ 【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

　

　

　

　

５ 【研究開発活動】

当社グループは、計量・計測技術はライフラインを支える最も重要な基幹技術の開発活動を基本とし、最

先端のエレクトロニクス、通信インフラの融合によるエネルギー管理に資する商品開発、さらに環境循環型

社会への貢献を目指すため環境負荷低減商品等の開発を展開しております。

　研究開発は当社の製品開発室で進めており、お客様の満足を第一にマーケットニーズを先取りした新商品

開発、お客様のご要望に重点を置いた製品付加価値の向上、高品質化のための開発に取り組んでおります。

　当中間連結会計期間につきましては研究開発費の総額は240百万円であり、主な研究開発活動の概要は次

の通りであります。 

＜ガス機器関係＞ 

　エネルギー間の競争が激化する中、顧客のニーズに応えた「次世代電子化ガスメーター」、「業務用ガス

メーター」の実用化に向けて開発を進めております。 

＜水機器関係＞

　技術基準の国際規格（OIML）への整合化を図る目的で水道メーターのJIS（日本工業規格）や計量法（検

定検査規則）が改正されている背景を踏まえ、JISの推奨値性能に適合する水道メーターの開発を進めてお

ります。

　

　なお、改良型ＱＺカントメーターの製品化の開発は既存製品の改良にかかる経常的な研究開発活動である

ため、製造原価の経費として処理しております。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

(1)提出会社の状況

　　①仙台工場の閉鎖

当社の仙台工場は、「金門・山武ジャンプアップ２計画」に基づく生産機能再編のため、平成20年９月30

日をもって工場を閉鎖し、遊休資産となりました。これらの設備についての減損損失及び除却により発生す

る損失見込額につきましては、前事業年度において計上しております。

　なお、仙台工場で行っておりました水道メーターの生産は連結子会社㈱青森製作所へ集約しており、この

閉鎖が生産能力に与える影響はありません。

事業所名
(所在地)

事業のセグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

土地 その他 合計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)(百万円)

(面積㎡)

仙台工場
(宮城県黒川郡)

計量計測事業
水道メーター
製造設備

327 0 201 0 529

(54,258.43)

(注)１．帳簿価額のうち、「その他」には、無形固定資産を含めております。

　　２．金額には消費税等は含まれておりません。
 

（参考）平成20年11月21日当社開催の取締役会において、旧仙台工場の土地・建物等の譲渡を決議し、平

成20年12月１日付で譲渡いたしました。詳しくは「第５ 経理の状況 (注記事項)（重要な後発事象）「重

要な資産の譲渡（旧仙台工場の譲渡）」をご覧ください。

 
 

②岩瀬工場の閉鎖

当社の岩瀬工場は、「金門・山武ジャンプアップ２計画」に基づく生産機能再編のため、平成20年９月30

日をもって工場を閉鎖し、遊休資産となりました。これらの設備についての減損損失及び除却により発生す

る損失見込額につきましては、前事業年度において計上しております。

　なお、岩瀬工場で行っておりましたガス警報器等の生産は連結子会社白河精機㈱へ集約しており、この閉

鎖が生産能力に与える影響はありません。

事業所名
(所在地)

事業のセグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

土地 その他 合計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)(百万円)

(面積㎡)

岩瀬工場
(福島県須賀川市)

計量計測事業
ガス警報器等
製造設備

259 11 194 0 466

(71,133.17)

(注)金額には消費税等は含まれておりません。
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(2)国内子会社

　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

　　該当事項はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

当社の京都工場について、当社の親会社である㈱山武を中心としたａｚｂｉｌグループの生産の再編成

のため、当社製品の生産工場から㈱山武製品の生産工場へ移行し、当社は京都工場の土地・建物等を賃貸す

る計画としております。

会社名
事業所名
(所在地)

事業のセグメントの名称 設備の内容
帳簿金額 賃貸による

減少能力
(百万円)

提出会社
京都工場

(京都府船井郡)
計量計測事業

ガスメーター製造設備及
び水道メーター製造設備

959 （注）１

(注)１．京都工場で行っていた水道メーターの生産は連結子会社㈱青森製作所へ、ガスメーターの

　　　　　生産は連結子会社和歌山精器㈱へ集約する予定としているため、生産能力に重要な影響

　　　　　はありません。なお、賃貸については平成21年１月以降の予定であります。

　　２．金額には消費税等は含まれておりません。
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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】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 108,000,000

第Ⅱ種優先株式 6,000,000

計 114,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年12月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 60,305,74860,305,748─
株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

第Ⅱ種優先株式 6,000,000 6,000,000 ― 　※１、２

計 66,305,74866,305,748― ―

 (注)※１　第Ⅱ種優先株式は、デット・エクイティ・スワップ（債権の株式化）により、発行された

　　　　　 ものであります。

　 ※２　第Ⅱ種優先株式の内容

　(１）第Ⅱ種優先配当金 

　　　　(イ) 第Ⅱ種優先配当金 

　　　　　 当社は、剰余金の配当を行うときは、第Ⅱ種優先株式を有する株主（以下「第Ⅱ種優先株

　　　　　主」という。）又は第Ⅱ種優先株式の登録株式質権者（以下「第Ⅱ種登録質権者」とい

　　　　　う。)に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株

　　　　　式質権者(以下「登録株式質権者」という。)に先立ち、第Ⅱ種優先株式1株につき下記(ロ)

　　　　　に定める額の剰余金の配当（以下「第Ⅱ種優先配当金」という。）を行う。 

　　　　(ロ) 第Ⅱ種優先配当金の額 

　　　　　 1株あたりの第Ⅱ種優先配当金の額は、第Ⅱ種優先株式の発行価額(500円)に、それぞれの

　　　　　事業年度毎に下記の配当年率(以下「第Ⅱ種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額

　　　　　とする。ただし、初年度の第Ⅱ種優先配当金については、剰余金の配当起算日から事業年

　　　　　度の最終日までの日数（初日および最終日を含む。）で日割り計算した額とする。 

　　　　　　第Ⅱ種優先配当金は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。

　　　　　ただし、計算の結果が50円を超える場合は、第Ⅱ種優先配当金の額は50円とする。 

　　　　　 第Ⅱ種優先配当年率は、平成16年9月30日以降、次回第Ⅱ種優先配当年率修正日(下記に定

　　　　　義される。)の前日までの各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。 　　 

　　　　　　　　　　第Ⅱ種優先配当年率 ＝ 日本円TIBOR（1年物） ＋ 2.0％ 

　　　　　　第Ⅱ種優先配当年率は、％未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。 
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　　　　　  第Ⅱ種優先配当年率修正日は、平成16年9月30日以降の毎年4月1日とする。当日が銀行休

　　　　　業日の場合は前営業日を第Ⅱ種優先配当年率修正日とする。 

　　　　　「日本円TIBOR（1年物）」とは、平成16年9月30日又は各第Ⅱ種優先配当年率修正日におい

　　　　　て、午前11時における日本円1年物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（

　　　　　日本円TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBO

　　　　　R（1年物）が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン

　　　　　時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート（ユー

　　　　　ロ円LIBOR1年物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又

　　　　　はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR（1年物）に代えて用いるものとす

　　　　　る。

　　　　(ハ) 非累積条項 

　　　　　　ある事業年度において、第Ⅱ種優先株主又は第Ⅱ種登録質権者に対して支払う剰余金の

　　　　　配当の額が第Ⅱ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度に累積しな

　　　　　い。

　　　　(ニ) 非参加条項 

　　　　　  第Ⅱ種優先株主又は第Ⅱ種登録質権者に対しては、第Ⅱ種優先配当金を超えて剰余金の

　　　　　 配当を行わない。

　　　　(ホ) 第Ⅱ種優先中間配当金 

　　　　　　当社は、第Ⅱ種優先株主又は第Ⅱ種登録質権者に対して、中間配当を行わない。

　（２）残余財産の分配 

　　　　当社の残余財産を分配するときは、第Ⅱ種優先株主又は第Ⅱ種登録質権者に対し、普通

　　　 株主又は登録株式質権者に先立ち、第Ⅱ種優先株式1株につき500円を支払う。第Ⅱ種優先株

　　　 主又は第Ⅱ種登録質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

　（３）議決権 

　　　　第Ⅱ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

　（４）株式の割当を受ける権利等 

　　　　当社は、第Ⅱ種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。また、第Ⅱ種優先株主に

　　　対し、新株の割当てを受ける権利、新株予約権の割当てを受ける権利、新株予約権付社債の割

　　　当てを受ける権利又は分離して譲渡することができる新株予約権および社債の割当てを受ける

　　　権利を与えない。

　（５）普通株式を対価とする取得請求権 

　　　　(イ) 取得を請求し得べき期間 

　　　　　　第Ⅱ種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成20年10月1日以降とする。

  　　　(ロ) 取得の条件 

　　　　　　第Ⅱ種優先株式は、上記(イ)の期間中、1株につき下記(a)ないし(c)に定める取得価額に

　　　　　 より、当社の普通株式を対価とする取得を請求することができる。 

　　　　　(a) 当初取得価額 

　　　　　　当初取得価額は、126円とする。 

　　　　　(b) 取得価額の修正 

　　　　　　取得価額は、平成21年10月1日以降、毎年10月1日（以下それぞれ「取得価額修正日」と

　　　　　 いう。）に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時

　　　　　 価算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の
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　　　　　 毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。)に修正される(修正

　　　　   後取得価額は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記

           の時価算定期間内に、下記(c)で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均

           値は、下記(c)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。）。ただし、上記計

           算の結果、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下記(c)により調整される。）の

           70％に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。以

           下「下限取得価額」という。ただし、下記(c)により調整される。）を下回る場合には下

           限取得価額をもって、また、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下記(c)により調

           整される。）を上回る場合には当初取得価額（ただし、下記(c)により調整される。）を

           もって修正後取得価額とする。 

　　　　　(c) 取得価額の調整 

　　　　　　① 第Ⅱ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算

              式（以下「取得価額調整式」という。）により調整する。取得価額調整式を用いる計

              算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。 

既発行普通株式数 ＋
新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
１株あたりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　　　　　　(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合

　　　　　　　 (自己株式を処分する場合を含む。）、調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、又

　　　　　　　 は募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。処分され

               る自己株式の数は取得価額調整式における「新規発行普通株式数」に算入される。 

　　　　 　 (ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後取得価額は、株式の分割のため

　　　　　　　 の株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組み入

　　　　　　　 れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨

　　　　　　　 取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会の終

　　　　　　　 結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後取得価額

               は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これ

　　　　　　　 を適用する。 　　　　　

　　 　 　　(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式を対価とする取得を

               請求することができる株式又は権利行使により発行される普通株式1株あたりの発行

               価額(ただし、当該発行価額は商法第280条の20第4項又は同法第341条の15第4項によ

               り算出されるものとする。なお、引用されている商法の条項は平成16年9月13日時点

               において施行されている条項を指すものとし、以下も同様とする。）が取得価額調整

               式に使用する時価を下回ることとなる新株予約権を行使できる証券（権利）を発行す

               る場合、調整後取得価額は、その証券（権利）の発行日に、又は募集のための株主割

               当日がある場合はその日の終わりに発行される証券（権利）の全額が普通株式を対価

               とする取得が請求された又はすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発

               行日の翌日以降又はその割当日の翌日以降これを適用する。以後の調整においては、

　　　　　　　 かかるみなし株式数は、実際に当該普通株式を対価とする取得請求又は新株予約権の

               行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に

               算入される（下記(ⅳ)も同様とする。）。 

　　　　　　(ⅳ) 普通株式を対価とする取得請求することができる株式又は新株予約権を行使できる
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               証券（権利）であって、取得価額又は新株予約権の行使価額が発行日に決定されてお

               らず発行日以降の一定の日(以下「価額決定日」という。)の時価を基準として決定さ

               れるものを発行した場合において、決定された取得価額又は権利行使により発行され

               る普通株式1株あたりの発行価額（ただし、当該発行価額は商法第280条の20第4項又

               は同法第341条の15第4項により算出されるものとする。）が取得価額調整式に使用す

               る時価を下回る場合、調整後取得価額は、当該価額決定日の時点で残存する証券（権

               利）の全額が取得又はすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定

               日の翌日以降これを適用する。 

　　　　　　② 上記①に掲げる場合のほか、合併、資本の減少又は普通株式の併合等により取得価額

　　　　　　　の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する取得価額により変更され

　　　　　　　る。 

　　　　　　③ 取得価額調整式に使用する1株あたりの時価は、調整後取得価額を適用する日（ただ

　　　　　　　し、上記①(ⅱ)ただし書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取

　　　　　　　引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気

　　　　　　　配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小

　　　　　　　数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記45取引日の間に、上

　　　　　　　記①又は②で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、取得価額調整式で使用す

　　　　　　　る時価（当該平均値）は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。 

　　　　　　④ 取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日におい

　　　　　　　て有効な取得価額とし、また、取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主

　　　　　　　割当日がある場合はその日、又は、株主割当日がない場合は調整後取得価額を適用す

　　　　　　　る日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数とする。なお、処分される自己株

　　　　　　　式の数は取得価額調整式に使用する既発行普通株式数からは控除される。 

　　　　　　⑤ 取得価額調整式に使用する1株あたりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとす

　　　　　　　る。 

　　　　　　(ⅰ) 上記①(i)の時価を下回る払込金額（又は処分価額）をもって普通株式を発行（又

　　　　　　　 は自己株式を処分）する場合には、当該払込金額又は処分価額（金銭以外の財産によ

　　　　　　　 る払込みの場合にはその適正な評価額） 

　　　　　　(ⅱ) 上記①(ⅱ)の株式の分割により普通株式を発行する場合は0円 

　　　　　　(ⅲ) 上記①(ⅲ)の時価を下回る価額をもって普通株式を対価とする取得を請求すること

　　　　　　　 ができる株式又は①(ⅲ)で定める内容の新株予約権を行使できる証券（権利）を発行

　　　　　　　 する場合は、当該取得価額又は当該新株予約権の行使により発行される普通株式１株

　　　　　　　 あたりの発行価額（ただし、当該発行価額は商法第280条の20第4項又は同法第341条

　　　　　　　 の15第4項により算出されるものとする。） 

　　　　　　(ⅳ) 上記①(ⅳ)の場合は、価額決定日に決定された取得価額又は新株予約権の行使によ

　　　　　　　 り発行される普通株式1株あたりの発行価額（ただし、当該発行価額は商法第280条の

　　　　　　　 20第4項又は同法第341条の15第4項により算出されるものとする。） 

　　　　　　(ⅴ) 取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円

　　　　　　　 未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額

　　　　　　　 の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中

　　　　　　　 の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

　　　　(ハ) 取得により発行すべき普通株式数 

　　　　　　第Ⅱ種優先株式の取得により発行すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。 
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普通株式を対価とする

取得請求により発行す

べき普通株式数

＝
第Ⅱ種優先株主が取得請求のために提出した第Ⅱ種優先株式の発行価額の総額

取得価額

　　　　　　取得請求により発行すべき普通株式数の算出にあたっては、1株未満の端数が生じたとき

　　　　　は、これを切り捨てる。 

　　　　(ニ) 取得の請求により発行する株式の内容 

　　　　　　当社普通株式 

　　　　(ホ) 取得請求受付場所 

　　　　　　東京都中央区八重洲一丁目2番1号 

　　　　　　みずほ信託銀行株式会社 

　　　　(ヘ) 取得請求効力の発生 

　　　　　　取得請求の効力は、取得請求書および第Ⅱ種優先株式の株券が上記(ホ)に記載する取得

　　　　　 請求受付場所に到着したときに発生する。ただし、第Ⅱ種優先株式の株券が発行されてい

　　　　　 ない場合は、株券の提出は要しないものとする。 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

　

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20年９月30日 ― 66,305,748― 3,157 ― 4,162

　

(5) 【大株主の状況】

①普通株式
平成20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(％)

株式会社山武 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 60,305 100.00

計 ― 60,305 100.00

(注)　平成20年４月１日付で株式会社山武を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行

いました。

　

②第Ⅱ種優先株式
平成20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(％)

株式会社山武 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 6,000 100.00

計 ― 6,000 100.00
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(注)　第Ⅱ種優先株式は議決権を有しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

 ①【発行済株式】

平成20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
第Ⅱ種優先株式

6,000,000
―

１株式等の状況の(1)株式の総数等
の②発行済株式※２ 参照

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) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

60,305,000
60,305

株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

単元未満株式
普通株式

748
― 同上

発行済株式総数 66,305,748― ―

総株主の議決権 ― 60,305 ―

　

 ②【自己株式等】

該当事項はありません。

　

　

２ 【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

　
　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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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19年４月１日から平成19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20年４月１日から平成20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19年４月１日から平成19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20年４月１日から平成20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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成19年４月１日から

平成19年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財

務諸表及び中間財務諸表について、新日本監査法人より中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成20年４

月１日から平成20年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)の

中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、監査法人トーマツより中間監査を受けております。

また、当社の監査人は次のとおり交代しております。

　第85期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第85期中間会計期間の中間財務諸表

　新日本監査法人

　第86期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第86期中間会計期間の中間財務諸表

　監査法人トーマツ

　

　なお、第85期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第85期中間会計期間の中間財務諸表の当社の監査

人である新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本有限責任監査

法人となっております。
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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】

(単位：百万円)

前中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,937 2,473 2,037

受取手形及び売掛金 7,019 6,007 6,545

たな卸資産 3,710 3,748 3,632

その他 453 326 440

貸倒引当金 △37 △8 △34

流動資産合計 13,083 12,547 12,621

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2
 6,285

※2
 4,820

※2
 5,508

機械装置及び運搬具（純額） 1,203 720 831

土地 ※2
 5,217

※2
 4,696

※2
 5,013

その他（純額） 240 227 201

有形固定資産合計 ※1
 12,946

※1
 10,464

※1
 11,554

無形固定資産 279 271 247

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 3,038

※2
 2,503

※2
 2,674

その他 662 525 660

貸倒引当金 △144 △142 △148

投資その他の資産合計 3,556 2,886 3,186

固定資産合計 16,782 13,622 14,988

資産合計 29,866 26,170 27,610
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,730 5,666 5,803

短期借入金 ※2, ※3
 10,200

※2, ※3
 10,200

※2, ※3
 10,200

リース債務 － 19 －

賞与引当金 241 387 313

受注損失引当金 － 18 －

その他 1,254 1,239 1,135

流動負債合計 17,425 17,531 17,452

固定負債

長期借入金 ※2
 4,250

※2
 2,550

※2
 3,400

リース債務 － 23 －

再評価に係る繰延税金負債 240 240 240

繰延税金負債 854 642 707

退職給付引当金 3,204 3,152 3,127

担保提供損失引当金 ※2
 210

※2
 99

※2
 147

製品保証引当金 110 151 98

負ののれん 16 8 12

長期未払金 240 184 220

固定負債合計 9,128 7,051 7,954

負債合計 26,554 24,583 25,407

純資産の部

株主資本

資本金 3,157 3,157 3,157

資本剰余金 4,162 4,162 4,162

利益剰余金 △5,316 △6,942 △6,420

自己株式 △2 － △2

株主資本合計 2,000 377 896

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,250 934 1,032

土地再評価差額金 56 270 270

評価・換算差額等合計 1,306 1,205 1,302

少数株主持分 4 4 3

純資産合計 3,311 1,587 2,202

負債純資産合計 29,866 26,170 27,610
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②【中間連結損益計算書】
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20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19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

売上高 16,309 16,401 32,015

売上原価 12,750 12,672 25,049

売上総利益 3,558 3,729 6,966

販売費及び一般管理費 ※1
 3,067

※1
 3,128

※1
 6,098

営業利益 491 601 867

営業外収益

受取利息 0 2 1

受取配当金 37 33 57

貸倒引当金戻入額 － 27 －

負ののれん償却額 4 4 8

受取賃貸料 55 56 108

廃品売却代 － 24 38

その他 70 47 85

営業外収益合計 168 194 298

営業外費用

支払利息 75 78 157

退職給付引当金繰入額 64 64 128

減価償却費 － 30 －

その他 167 67 285

営業外費用合計 308 240 571

経常利益 351 555 594

特別利益

投資有価証券売却益 250 － 251

担保提供損失引当金戻入額 － 47 63

特別利益合計 250 47 314

特別損失

固定資産除売却損 ※2
 137

※2
 59

※2
 175

減損損失 ※3
 420

※3
 830

※3
 1,450

製品等不具合対応関連損失 193 － 295

製品保証引当金繰入額 140 － 140

たな卸資産除却損 11 － 11

土壌調査及び改良費用 83 － 83

その他 － 146 21

特別損失合計 987 1,036 2,177

税金等調整前中間純損失（△） △385 △433 △1,267

法人税、住民税及び事業税 129 87 137

法人税等合計 129 87 137

少数株主利益 2 1 1

中間純損失（△） △517 △522 △1,406
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結株主資本等変動計

算書
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 3,157 3,157 3,157

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 3,157 3,157 3,157

資本剰余金

前期末残高 4,162 4,162 4,162

当中間期変動額

自己株式の処分 △0 － △0

株式交換による減少 － △0 －

当中間期変動額合計 △0 △0 △0

当中間期末残高 4,162 4,162 4,162

利益剰余金

前期末残高 △4,799 △6,420 △4,799

当中間期変動額

株式交換による減少 － △0 －

土地再評価差額金の取崩 － － △214

中間純損失（△） △517 △522 △1,406

当中間期変動額合計 △517 △522 △1,620

当中間期末残高 △5,316 △6,942 △6,420

自己株式

前期末残高 △2 △2 △2

当中間期変動額

自己株式の取得 － － △0

自己株式の処分 0 － 0

株式交換による減少 － 2 －

当中間期変動額合計 0 2 △0

当中間期末残高 △2 － △2

株主資本合計

前期末残高 2,518 896 2,518

当中間期変動額

自己株式の取得 － － △0

自己株式の処分 0 － 0

株式交換による減少 － 2 －

土地再評価差額金の取崩 － － △214

中間純損失（△） △517 △522 △1,406

当中間期変動額合計 △517 △519 △1,621

当中間期末残高 2,000 377 896
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結株主資本等変動計

算書
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1,451 1,032 1,451

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △201 △97 △419

当中間期変動額合計 △201 △97 △419

当中間期末残高 1,250 934 1,032

土地再評価差額金

前期末残高 56 270 56

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） － － 214

当中間期変動額合計 － － 214

当中間期末残高 56 270 270

評価・換算差額等合計

前期末残高 1,507 1,302 1,507

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △201 △97 △205

当中間期変動額合計 △201 △97 △205

当中間期末残高 1,306 1,205 1,302

少数株主持分

前期末残高 1 3 1

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 2 1 1

当中間期変動額合計 2 1 1

当中間期末残高 4 4 3

純資産合計

前期末残高 4,027 2,202 4,027

当中間期変動額

自己株式の取得 － － △0

自己株式の処分 0 － 0

株式交換による減少 － 2 －

土地再評価差額金の取崩 － － △214

中間純損失（△） △517 △522 △1,406

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △198 △95 △203

当中間期変動額合計 △716 △615 △1,824

当中間期末残高 3,311 1,587 2,202
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20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19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△） △385 △433 △1,267

減価償却費 546 424 1,101

減損損失 420 830 1,450

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △31 4

賞与引当金の増減額（△は減少） △13 74 58

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 18 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26 24 △50

担保提供損失引当金の増減額（△は減少） － △47 △63

製品保証引当金の増減額（△は減少） 110 52 98

受取利息及び受取配当金 △38 △36 △58

負ののれん償却額 △4 △4 △8

支払利息 75 78 157

為替差損益（△は益） 0 △0 0

親会社株式売却損 － 0 －

投資有価証券売却損益（△は益） △250 － △251

投資有価証券評価損益（△は益） 0 10 0

固定資産除売却損益（△は益） 137 59 175

売上債権の増減額（△は増加） △50 537 423

たな卸資産の増減額（△は増加） 194 △116 272

仕入債務の増減額（△は減少） 33 △152 127

未払消費税等の増減額（△は減少） △5 11 5

その他 37 30 △60

小計 837 1,330 2,116

利息及び配当金の受取額 38 36 58

利息の支払額 △55 △78 △157

土壌調査及び改良に伴う支払額 － － △90

和解金・罰金等の支払額 － － △29

損害賠償金の支払額 － △20 －

法人税等の還付額 11 202 12

法人税等の支払額 △305 △99 △390

営業活動によるキャッシュ・フロー 525 1,370 1,518
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20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19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △51 △67 △105

有形固定資産の売却による収入 － － 9

無形固定資産の取得による支出 △21 △21 △30

無形固定資産の売却による収入 － 0 －

投資有価証券の取得による支出 △2 △2 △3

投資有価証券の売却による収入 299 － 300

親会社株式の売却による収入 － 2 －

短期貸付けによる支出 △0 △0 △1

短期貸付金の回収による収入 0 1 0

長期貸付金の回収による収入 11 12 24

投資活動によるキャッシュ・フロー 235 △76 194

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △850 △850 △1,700

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △8 －

自己株式の純増減額（△は増加） 0 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △849 △858 △1,700

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △89 435 11

現金及び現金同等物の期首残高 2,026 2,037 2,026

現金及び現金同等物の中間期末残高 1,937 2,473 2,037
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【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

　
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

1)　連結の範囲に関する事項

　　子会社は次の12社であり、全て連

結しております。

　　　　株式会社青森製作所

　　　　和歌山精器株式会社

　　　　白河精機株式会社

　　　　株式会社金門白沢

　　　　株式会社金門会津

　　　　株式会社金門原町

　　　　株式会社金門瑞穂

　　　　株式会社金門唐津

　　　　株式会社金門岩瀬

　　　　金門環境設備株式会社　

　　　　北海道金門工事株式会社　

　　　　株式会社東北金門工事　
 

1)　連結の範囲に関する事項

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1)　連結の範囲に関する事項

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2)　持分法の適用に関する事項

　　該当事項はありません。

2)　持分法の適用に関する事項

同左

2)　持分法の適用に関する事項

同左

3)　連結子会社の中間決算日等に関

する事項

連結子会社12社の中間決算日は

当社と同一の毎年９月30日であ

ります。

3)　連結子会社の中間決算日等に関

する事項
同左

3)　連結子会社の事業年度等に関す

る事項　　 

連結子会社12社の決算日は当社

と同一の毎年３月31日でありま

す。

4) 会計処理基準に関する事項

　 (1)重要な資産の評価基準及び評価

　　　方法

　 イ　有価証券

　　　 その他有価証券

　　 a 時価のあるもの

中間決算期末日の市場価格等

に基づく時価法により評価し

ております。なお、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

より算定しております。

4) 会計処理基準に関する事項

　 (1)重要な資産の評価基準及び評価

　　　方法

　 イ　有価証券

　　　 その他有価証券　

　　 a 時価のあるもの

同左

4) 会計処理基準に関する事項

　 (1)重要な資産の評価基準及び評価

　　　方法 

　 イ　有価証券

　　　 その他有価証券

　　 a 時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基

づく時価法により評価してお

ります。なお、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

算定しております。

　　 b 時価のないもの 

移動平均法による原価法によ

り評価しております。

　 　b 時価のないもの

同左

　　 b 時価のないもの

同左
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　 ロ　たな卸資産

　　　 主として移動平均法による原

　　　 価法により評価しておりま

　　　 す。

　 ロ　たな卸資産

　　　 主として移動平均法による原

　　　 価法（収益性の低下による簿

　　　 価切下げの方法）により評価

　　　 しております。

 

　（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間から平

成18年７月５日公表の「棚卸

資産の評価に関する会計基

準」(企業会計基準委員会　企

業会計基準第９号)を適用し、

主として移動平均法による原

価法から主として移動平均法

による原価法(収益性の低下

による簿価切下げの方法)に

変更しております。

　これによる売上総利益、営業

利益、経常利益及び税金等調

整前中間純損失に与える影響

はありません。

　 ロ　たな卸資産

　　　 主として移動平均法による原

　　　 価法により評価しておりま

　　　 す。
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前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

　　イ　有形固定資産
 

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、

それ以外の資産は定率法に

よっております。

なお、主な耐用年数は、建物

及び構築物７年～38年、機

械装置及び運搬具２年～11

年であります。
 

　(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

　　イ　有形固定資産(リース資産

　　　　を除く)

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、

それ以外の資産は定率法に

よっております。

なお、主な耐用年数は、建物

及び構築物７年～40年、機

械装置及び運搬具２年～７

年であります。

　(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

　　イ　有形固定資産
 

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、

それ以外の資産は定率法に

よっております。

なお、主な耐用年数は、建物

及び構築物15年～38年、機

械装置及び運搬具６年～11

年であります。

 

　　(会計方針の変更)

　法人税法の改正((所得税法

等の一部を改正する法律　平

成19年３月30日　法律第６号)

及び(法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19年３

月30日　政令第83号))に伴い、

平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後

の法人税法に基づく方法に変

更しております。

　これに伴い、前中間連結会計

期間と同一の方法によった場

合と比べ、売上総利益は3百万

円、営業利益は3百万円、経常

利益は3百万円それぞれ減少

し、税金等調整前中間純損失

は3百万円増加しております。

 

─────── 　　(会計方針の変更)

　法人税法の改正((所得税法

等の一部を改正する法律　平

成19年３月30日　法律第６号)

及び(法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19年３

月30日　政令第83号))に伴い、

平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後

の法人税法に基づく方法に変

更しております。

　これに伴い、前連結会計年度

と同一の方法によった場合と

比べ、売上総利益は10百万円、

営業利益は10百万円、経常利

益は10百万円それぞれ減少

し、税金等調整前当期純損失

は10百万円増加しておりま

す。

 

　　(追加情報)

　当中間連結会計期間より、平

成19年３月31日以前に取得し

たものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償却する

方法によっております。

　当該変更に伴う損益に与え

る影響は、売上総利益は18百

万円、営業利益は22百万円、経

常利益は23百万円それぞれ減

少し、税金等調整前中間純損

失は23百万円増加しておりま

す。

 

─────── 　　(追加情報)

　当連結会計年度より、平成19

年３月31日以前に取得したも

のについては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法

によっております。

　当該変更に伴う損益に与え

る影響は、売上総利益は38百

万円、営業利益は45百万円、経

常利益は47百万円それぞれ減

少し、税金等調整前当期純損

失は47百万円増加しておりま

す。
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───────
 

　（追加情報）

　機械装置については従来、耐

用年数を２年～11年としてお

りましたが、当中間連結会計

期間より２年～７年に変更し

ております。

　これは、平成20年度の税制改

正を契機に耐用年数を見直し

たことによるものでありま

す。

　これによる売上総利益、営業

利益、経常利益及び税金等調

整前中間純損失に与える影響

は軽微であります。

───────
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前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　　ロ　無形固定資産
 
　　　　定額法によっております。

　　　　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

く定額法によっておりま

す。
 
 

　　ロ　無形固定資産(リース資産

　　　　を除く)

同左
 
 
 
 
 
 
 
 

　　ロ　無形固定資産

 

同左
 
 
 
 
 
 

 

─────── 　　ハ　リース資産

　　　　所有権移転外ファイナン

　ス・リース取引に係るリー

　ス資産

　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。

 

───────

─────── 　（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間から平

成19年３月30日改正の「リー

ス取引に関する会計基準」

(企業会計基準委員会　企業会

計基準第13号)及び「リース

取引に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準委員会　

企業会計基準適用指針第16

号)を適用しております。

　なお、リース取引開始日が適

用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引

については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を適用しておりま

す。

　これによる売上総利益、営業

利益、経常利益及び税金等調

整前中間純損失に与える影響

は軽微であります。

───────
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　 前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　(3) 重要な引当金の計上基準

　　イ　貸倒引当金

　　　　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につ

いては個別の債権の回収可

能性を検討して回収不能見

積額を計上しております。

　(3) 重要な引当金の計上基準

　　イ　貸倒引当金

同左
 

　(3) 重要な引当金の計上基準

　　イ　貸倒引当金

同左
 

　　ロ　賞与引当金

　　　　従業員に対して支給する賞

　　　　与の支出に充てるため、支

　　　　給見込額に基づき計上して

　　　　おります。

 

　　ロ　賞与引当金

　　　　　　　同左

　　 ロ　賞与引当金

　　　　　　　同左

─────── 　　ハ　受注損失引当金

　　　　受注契約に係る将来の損失

　　　　に備えるため、当中間連結

　　　　会計期間末における受注残

　　　　案件のうち、売上時に損失

　　　　の発生が見込まれる案件に

　　　　ついて、合理的な損失見込

　　　　額を計上しております。

───────

　　ハ　退職給付引当金

　　　　従業員の退職給付に備える

        ため、当連結会計年度末に

        おける退職給付債務及び年

        金資産の見込額に基づき、

        当中間連結会計期間末にお

        いて発生していると認めら

        れる額を計上しておりま

        す。

　　　　なお、会計基準変更時差異

        については、15年による按

        分額を費用処理しておりま

        す。(一部の連結子会社に

        ついては、金額が僅少につ

        き一括償却しておりま

        す。)

　　　　数理計算上の差異について

        は、その発生時の従業員の

        平均残存勤務期間以内の一

        定の年数による按分額をそ

        れぞれの発生の翌連結会計

        年度より費用処理しており

        ます。

 

　　ニ　退職給付引当金

　　　　　　　同左

　　ハ　退職給付引当金

　　　　従業員の退職給付に備える

        ため、当連結会計年度末に

        おける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年による按

　　　　分額を費用処理しておりま

　　　　す。(一部の連結子会社に

        ついては、金額が僅少につ

        き一括償却しておりま

        す。)

　　　　数理計算上の差異について

        は、その発生時の従業員の

        平均残存勤務期間以内の一

        定の年数による按分額をそ

        れぞれの発生の翌連結会計

        年度より費用処理しており

        ます。

　　ニ　担保提供損失引当金

　　　　資産の担保提供に伴い発生する

損失に備えるため、当中間

連結会計期間末において合

理的に見積もられる金額を

計上しております。

　　ホ　担保提供損失引当金

同左

 

　　ニ　担保提供損失引当金

　　　　資産の担保提供に伴い発生する

損失に備えるため、当連結

会計年度末において合理的

に見積もられる金額を計上

しております。
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前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　　ホ　製品保証引当金

　　　　当社が納入した製品等の不具合

対応の支出に備えるため、

当該金額を個別に見積もり

算出した金額を計上してお

ります。

　　へ　製品保証引当金

同左

 
 
 
 

　　ホ　製品保証引当金

同左

 
 
 
 
 
 

　　(会計方針の変更)

　　　　 従来、製品等の不具合を起因と

するクレーム対応費用は、

その対応時に費用処理して

おりましたが、近年、過去に

納品した製品等の不具合発

生率が高まってきており、

また、社内におけるクレー

ム管理体制を一段と整備し

たことから、不具合対応費

用の期間帰属の適正化及び

財務内容の健全化を高める

ため、当中間連結会計期間

より、将来の発生見込額を

個別に見積もり、製品保証

引当金として計上する方法

に変更しました。

　この変更により、従来と同

一の基準によった場合と比

べ、経常利益は29百万円増

加し、税金等調整前中間純

損失は110百万円増加して

おります。
 

─────── 　　(会計方針の変更)
　　　　 従来、製品等の不具合を起因と

するクレーム対応費用は、

その対応時に費用処理して

おりましたが、近年、過去に

納品した製品等の不具合発

生率が高まってきており、

また、社内におけるクレー

ム管理体制を一段と整備し

たことから、不具合対応費

用の期間帰属の適正化及び

財務内容の健全化を高める

ため、当連結会計年度より、

将来の発生見込額を個別に

見積もり、製品保証引当金

として計上する方法に変更

しました。

　この変更により、従来と同

一の基準によった場合と比

べ、売上総利益は23百万円、

営業利益は23百万円それぞ

れ減少し、経常利益は41百

万円増加し、税金等調整前

当期純損失は98百万円増加

しております。
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前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(4) 重要なリース取引の処理方法

　　　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

　　　リース取引開始日が平成20年４

月１日前に開始する連結会計

年度に属する所有権移転外

ファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理

によっております。
 

(4) 重要なリース取引の処理方法

　　　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。
 

　 (5) 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

　　　　消費税等の会計処理方法

　　　　税抜方式を採用しておりま

　　　　す。

　 (5) 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

　　　　消費税等の会計処理方法

　　　　　　　　 同左

　 (5) その他連結財務諸表作成のた

　　　 めの基本となる重要な事項 

　　　

　　　　消費税等の会計処理方法

　　　　　　　　 同左

5) 中間連結キャッシュ・フロー計

　 算書における資金の範囲

　　 手許現金、要求払預金及び取得

　　 日から３ヶ月以内に満期日の到

　　 来する流動性の高い、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

　　 わない短期的な投資を計上して

　　 おります。

5)　中間連結キャッシュ・フロー計

　　算書における資金の範囲

　　　　　　　　 同左

 

5)　連結キャッシュ・フロー計算書

　　における資金の範囲

　　　　　　　　 同左

 

　

　

【表示方法の変更】

　
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

(中間連結貸借対照表) 

　中間財務諸表において、生産部門子会社に対する部品の

完全有償支給化により、従来は「売掛金」に含めて表示

しておりました「有償支給未収入金」を独立掲記したこ

とに伴い、中間連結財務諸表においても同様に、従来は

「受取手形及び売掛金」に含めて表示しておりました

「有償支給未収入金」(当中間連結会計期間は74百万円)

を流動資産の「その他」に含めて表示しております。な

お、前中間連結会計期間における「有償支給未収入金」

の金額は49百万円であります。

──────────

 

(中間連結損益計算書)

　前中間連結会計期間に独立掲記しておりました「製品

補償費用」(当中間連結会計期間は10百万円)は営業外費

用の総額の100分の10以下となったため、営業外費用の

「その他」に含めて表示することにいたしました。

(中間連結損益計算書)

(1)前中間連結会計期間において営業外収益の「その

　 他」に含めて表示しておりました「廃品売却代」

　　(前中間連結会計期間は23百万円)は営業外収益の

　 総額の100分の10超となったため、当中間連結会計

　 期間より区分掲記しております。

(2)前中間連結会計期間において営業外費用の「その

　 他」に含めて表示しておりました「減価償却費」

　　(前中間連結会計期間は20百万円)は営業外費用の

　 総額の100分の10超となったため、当中間連結会計

　 期間より区分掲記しております。
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【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19年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

16,636百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

17,076百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

17,039百万円

※２　担保提供資産

① 建物 5,743百万円

土地 4,536

合計 10,279

※２　担保提供資産

① 建物 4,580百万円

土地 4,016

合計 8,596

※２　担保提供資産

① 建物 5,224百万円

土地 4,332

合計 9,557

上記資産を親会社である㈱山

武の連帯保証に対して担保に

供しております。この連帯保

証に対応する金融機関からの

借入金は長期借入金 5,950百

万円(1年以内返済予定を含

む)、短期借入金8,500百万円

の総額14,450百万円でありま

す。 

なお、上記金額以外に投資有

価証券2,999百万円(中間期末

帳簿価額)及び連結子会社株

式766百万円(連結財務諸表上

は消去されております)が担

保予約となっております。

上記資産を親会社である㈱山

武の連帯保証に対して担保に

供しております。この連帯保

証に対応する金融機関からの

借入金は長期借入金4,250百

万円(1年以内返済予定を含

む)、短期借入金8,500百万円

の総額12,750百万円でありま

す。 

なお、上記金額以外に投資有

価証券2,469百万円(中間期末

帳簿価額)及び連結子会社株

式666百万円(連結財務諸表上

は消去されております)が担

保予約となっております。

上記資産を親会社である㈱山

武の連帯保証に対して担保に

供しております。この連帯保

証に対応する金融機関からの

借入金は長期借入金5,100百

万円(1年以内返済予定を含

む)、短期借入金8,500百万円

の総額13,600百万円でありま

す。 

なお、上記金額以外に投資有

価証券2,640百万円(期末帳簿

価額)及び連結子会社株式666

百万円(連結財務諸表上は消

去されております)が担保予

約となっております。

② 土地 226百万円

上記資産を他社債務210百万

円の担保に供しております。

なお、担保提供損失引当金を

計上しております。

② 土地 226百万円

上記資産を他社債務 99百万

円の担保に供しております。

なお、担保提供損失引当金を

計上しております。

②　 土地 226百万円

上記資産を他社債務147百万

円の担保に供しております。

なお、担保提供損失引当金を

計上しております。

　※３　当社は取引銀行５行とコミッ

トメントライン契約を締結し

ております。この契約に基づ

く当中間連結会計期間末の借

入実行残高は次の通りであり

ます。

コミットメント

ラインの総額 　8,500百万円

借入残高 　　　8,500百万円

　※３　当社は取引銀行５行とコミッ

トメントライン契約を締結し

ております。この契約に基づ

く当中間連結会計期間末の借

入実行残高は次の通りであり

ます。　 　

コミットメント

ラインの総額   8,500百万円

借入残高 　　　8,500百万円

　※３　当社は取引銀行５行とコミッ

トメントライン契約を締結し

ております。この契約に基づ

く当連結会計年度末の借入実

行残高は次の通りでありま

す。 

コミットメント

ラインの総額   8,500百万円

借入残高 　　　8,500百万円
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　 前中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

 　４  保証債務
　　   連帯保証債務

   ４　保証債務
　 　　連帯保証債務

   ４　保証債務
　　 　連帯保証債務

従業員の21百万円の借入に対

し連帯保証をしております。

従業員の18百万円の借入に対

し連帯保証をしております。

従業員の19百万円の借入に対

し連帯保証をしております。

　 ５　受取手形裏書譲渡高
 　　　　　　　　　　 6百万円

　 ５　受取手形割引高
 　　　　　　　　 　489百万円

──────────

（追加情報）

中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。

なお、当中間連結会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の中

間連結会計期間末日満期手形が、中

間連結会計期間末残高に含まれてお

ります。

────────── ──────────
 

 

　受取手形　　　　　206百万円
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(中間連結損益計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち

主要なものは次の通りであり

ます。

役員報酬 98百万円

給与手当 1,313

賃借料 295

賞与引当金
繰入額

111

退職給付
引当金繰入額

98

貸倒引当金
繰入額

2

※１　販売費及び一般管理費のうち

主要なものは次の通りであり

ます。

役員報酬 103百万円

給与手当 1,277

賃借料 289

賞与引当金
繰入額

186

退職給付
引当金繰入額

118

※１　販売費及び一般管理費のうち

主要なものは次の通りであり

ます。

役員報酬 192百万円

給与手当 2,697

賃借料 583

賞与引当金
繰入額

126

退職給付
引当金繰入額

198

貸倒引当金
繰入額

5

※２　固定資産除売却損の主な内訳

建物及び
構築物

5百万円

機械装置及び
運搬具

113

無形固定資産 13

その他 5

※２　固定資産除売却損の主な内訳

建物及び
構築物

42百万円

機械装置及び
運搬具

2

無形固定資産 5

その他 8

※２　固定資産除売却損の主な内訳

建物及び
構築物

8百万円

機械装置及び
運搬具

136

ソフトウェア 24

その他有形固
定資産

5
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　 前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※３　減損損失 ※３　減損損失 ※３　減損損失
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 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ております。
　減損損失計上額

場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

表郷工場
(福島県
白河市)
及びＬＰガ
ス事業部
(東京都文
京区)
ほか
 

ＬＰ
ガス
メー
ター
製造
設備
等

機械装置
及び運搬
具

 
65

土　地

 50

リース資　
産

 
265

その他有
形及び無
形固定資
産

40
 
 

合計 420

　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ております。
減損損失計上額

場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

表郷工場
(福島県
白河市)
及びＬＰガ
ス事業部
(東京都文
京区)
ほか
 

ＬＰ
ガス
メー
ター
製造
設備
等

機械装置
及び運搬
具

2

その他の

有形固定

資産

57

小計 60

京都工場
（京都府船
井郡）

ガス
メー
ター
製造
設備
及び
水道
メー
ター
製造
設備

建物及び
構築物 453

 土　地 316

小計 769

合計 830

 

 

　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ております。
 
　減損損失計上額

場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

表郷工場
(福島県
白河市)
及びＬＰガ
ス事業部
(東京都文
京区)
ほか
 

ＬＰ
ガス
メー
ター
製造
設備
等

機械装置
及び運搬
具

69

 土　地 50

リース資
産 360

その他有
形及び無
形固定資
産

74

小計 554

旧坂戸
工場

（埼玉県坂
戸市）

賃貸
資産

機械装置
等 7

仙台工場
（宮城県黒
川郡）

水道
メー
ター
製造
設備
及び
賃貸
資産

建物及び
構築物 406

 土　地 152

機械装置
等 33

小計 593

岩瀬工場
（福島県須
賀川市）

ガス
警報
器等
製造
設備
及び
賃貸
資産

建物及び
構築物 35

機械装置
等 17

小計 52

京都工場
（京都府船
井郡）

ガス
メー
ター
製造
設備
及び
水道
メー
ター
製造
設備

機械装置
等 106

伊南工場
（福島県南
会津郡）

都市
ガス
機器
事業
資産

建物及び
構築物等 26

神奈川
支店

（神奈川県
横浜市）
及び
大阪支店
（大阪府東
大阪市）

支店

建物及び
構築物 45

 土　地 49

その他有
形及び無
形固定資
産

14

小計 109

合計 1,450
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前中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

  至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成20年４月１日

  至　平成20年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成19年４月１日

  至　平成20年３月31日)

　当社グループは、事業に供している

資産については管理会計上の区分に

基づき事業部単位に、また、遊休資産

及び賃貸資産については、個々の物

件単位毎にグループ化を行い減損に

ついて判定を行っております。

　ＬＰガス機器事業部門については、

同業他社との競争等により、収益性

が低下したため、当該資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失420百万円

として特別損失に計上いたしまし

た。

　なお、回収可能価額は正味売却価額

としており、不動産鑑定評価額及び

機械装置やリース資産等の価額が合

理的に見積もれない資産については

備忘価額(リース資産は零)によって

おります。

　当社グループは、事業に供している

資産については管理会計上の区分に

基づき事業部単位に、また、遊休資産

及び賃貸資産については、個々の物

件単位毎にグループ化を行い、減損

について判定を行っております。

　ＬＰガス機器事業部門については、

同業他社との競争等により、収益性

が低下したため、当該資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失60百万円

として特別損失に計上いたしまし

た。

　なお、回収可能価額は正味売却価額

としておりますが、機械装置及び運

搬具並びにその他の有形固定資産の

正味売却価額が合理的に見積もれな

いため、備忘価額によっております。

　また、京都工場の建物及び土地につ

いては、平成20年９月開催の取締役

会において、当社の親会社である㈱

山武を中心としたａｚｂｉｌグルー

プの生産の再編成のために工場設備

の賃貸を行うことを決議したため、

帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失769百万円

として特別損失に計上いたしまし

た。

　なお、回収可能価額は使用価値によ

り将来キャッシュ・フローを3.65%

で割引いて算定しております。

　当社グループは、事業に供している

資産については管理会計上の区分に

基づき事業部単位に、また、遊休資産

及び賃貸資産については、個々の物

件単位毎にグループ化を行い減損に

ついて判定を行っております。

　ＬＰガス機器事業部門については、

同業他社との競争等により、収益性

が低下したため、また、旧坂戸工場の

賃貸資産については、収益性が低下

したため、回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失561百万円と

して特別損失に計上いたしました。

　また、その他の資産については、平

成20年４月開催の取締役会におい

て、生産の再編成及び事業所の統廃

合等を決議したため、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失888百万円として特別損

失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は正味売却価額

としており、不動産鑑定評価額及び

機械装置やリース資産等の価額が合

理的に見積もれない資産、除却予定

の資産については備忘価額(リース

資産は零)によっております。
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

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) 60,305,748 ─ ─ 60,305,748

第Ⅱ種優先株式(株) 6,000,000 ─ ─ 6,000,000

合計(株) 66,305,748 ─ ─ 66,305,748

　

２　自己株式に関する事項

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) 13,784 ─ 250 13,534

 (変動事由の概要) 

普通株式減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買増請求による減少　　　250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

　　　　該当事項はありません。

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

         期間後となるもの

　　　　該当事項はありません。
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当中間連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

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) 60,305,748 ─ ─ 60,305,748

第Ⅱ種優先株式(株) 6,000,000 ─ ─ 6,000,000

合計(株) 66,305,748 ─ ─ 66,305,748

　

２　自己株式に関する事項

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) 16,921 ─ 16,921 ─

 (変動事由の概要) 

平成20年４月１日付で株式会社山武を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を

行ったことによる減少であります。

　

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

　　　　該当事項はありません。

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

         期間後となるもの

　　　　該当事項はありません。

　

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 60,305,748 ─ ─ 60,305,748

第Ⅱ種優先株式(株) 6,000,000 ─ ─ 6,000,000

合計(株) 66,305,748 ─ ─ 66,305,748

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 13,784 3,387 250 16,921

 (変動事由の概要) 

普通株式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　　　3,387株

普通株式減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買増請求による減少　　　250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

　　　　該当事項はありません。

     (2) 基準日が当連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と

　　　　 なるもの

　　　　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社　金門製作所(E02268)

半期報告書

40/87



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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

現金及び預金勘定 1,937百万円

預入期間が
３ヶ月を超える
定期預金等

─

現金及び
現金同等物

1,937

 

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

現金及び預金勘定 2,473百万円

預入期間が
３ヶ月を超える
定期預金等

─

現金及び
現金同等物

2,473

 

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

現金及び預金勘定 2,037百万円

預入期間が
３ヶ月を超える
定期預金等

─

現金及び
現金同等物

2,037
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(リース取引関係)

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

1)　借手側 1)　借手側 1)　借手側

(1)リース物件の所有権が借主に移

   転すると認められるもの以外の

   ファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高

相当額

(1)リース物件の所有権が借主に移

   転すると認められるもの以外の

   ファイナンス・リース取引（新

　 リース会計基準適用開始前の通

　 常の賃貸借取引に係る方法に準

 　じた会計処理によっているも

　 の）

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

(1)リース物件の所有権が借主に移

   転すると認められるもの以外の

   ファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当

額

機械装置

及び

運搬具

(百万円)

その他の有

形固定資産

(工具器具

及び備品)

(百万円)

無形固定資

産(ソフト

ウェア)

(百万円)

合計

(百万円)

取得価
額相当
額

420 748 4091,578

減価償
却累計
額相当
額

92 409 111 613

減損損
失累計
額相当
額

129 104 30 263

中間期
末残高
相当額

198 235 267 701

機械装置

及び

運搬具

(百万円)

その他の有

形固定資産

(工具器具

及び備品)

(百万円)

無形固定資

産(ソフト

ウェア)

(百万円)

合計

(百万円)

取得価
額相当
額

420 394 4191,234

減価償
却累計
額相当
額

135 171 184 491

減損損
失累計
額相当
額

129 115 39 284

中間期
末残高
相当額

155 107 194 458

機械装置

及び

運搬具

(百万円)

その他の有

形固定資産

(工具器具

及び備品)

(百万円)

無形固定資

産(ソフト

ウェア)

(百万円)

合計

(百万円)

取得価
額相当
額

420 542 4191,381

減価償
却累計
額相当
額

114 247 147 509

減損損
失累計
額相当
額

129 148 39 317

期末残
高
相当額

177 146 231 554
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　 前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

②　未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定の

中間期末残高

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

当額及びリース資産減損勘定の

中間期末残高

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

及びリース資産減損勘定の期末

残高

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 305百万円

１年超 615

合計 921

 

リース資産減損勘定の中間期末残
高相当額

195百万円

１年以内 247百万円

１年超 406

合計 653

 

リース資産減損勘定の中間期末残
高相当額

168百万円

１年以内 278百万円

１年超 521

合計 799

 

リース資産減損勘定の期末残高相
当額

221百万円

③　支払リース料、リース資産減損勘

定取崩額、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 223百万円

リース資産減損
勘定の取崩額

69

減価償却費相当額 135

支払利息相当額 21

減損損失 265

③　支払リース料、リース資産減損勘

定取崩額、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 162百万円

リース資産減損
勘定の取崩額

52

減価償却費相当額 96

支払利息相当額 15

減損損失 ─

③　支払リース料、リース資産減損勘

定、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

 

支払リース料 419百万円

リース資産減損
勘定の取崩額

139

減価償却費相当額 242

支払利息相当額 40

減損損失 360

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

価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左

 

(2)オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年以内 0百万円

１年超 2

合計 3

(2)オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年以内 9百万円

１年超 90

合計 100

(2)オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年以内 1百万円

１年超 5

合計 6

 

2)　貸手側

　オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年以内 6百万円

１年超 14

合計 20

2)　貸手側

　オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年以内 6百万円

１年超 8

合計 14

2)　貸手側

　オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年以内 6百万円

１年超 11

合計 17
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(有価証券関係)
　

前中間連結会計期間末(平成19年９月30日)

１　時価のある有価証券

その他有価証券
　

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額(百万円)

差額
(百万円)

株式 558 2,663 2,105

計 558 2,663 2,105

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。中間期末における時価が取得原価に比べ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、当社グループにおける規定に従い、該当した

銘柄を減損処理しております。

　

２　時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券
　

区分
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

非上場株式 374

　

当中間連結会計期間末(平成20年９月30日)

１　時価のある有価証券

その他有価証券
　

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額(百万円)

差額
(百万円)

株式 560 2,137 1,577

計 560 2,137 1,577

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。中間期末における時価が取得原価に比べ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、当社グループにおける規定に従い、該当した

銘柄を減損処理しております。

　

２　時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券
　

区分
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

非上場株式 366
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前連結会計年度末(平成20年３月31日)

１　時価のある有価証券

その他有価証券

　

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

株式 559 2,299 1,740

合計 559 2,299 1,740

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。また、期末における時価が取得原価に比べ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、当社グループにおける規定に従い、該当した

銘柄を減損処理しております。

　

２　時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

　

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)

非上場株式 375
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(デリバティブ取引関係)

　

    前中間連結会計期間末(平成19年９月30日)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

    当中間連結会計期間末(平成20年９月30日)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。　

　

    前連結会計年度末(平成20年３月31日)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。　
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(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19年４月１日　至 平成19年９月30日)及び当中間連結会計期間(自 平成20

年４月１日　至 平成20年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日)

当社グループは、計量計測機器の製造販売並びにこれらに関連する業務の単一事業であるため、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19年４月１日　至 平成19年９月30日)及び当中間連結会計期間(自 平成20

年４月１日　至 平成20年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。

　

　

　

【海外売上高】

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日　至 平成19年９月30日)及び当中間連結会計期間(自 平成20

年４月１日　至 平成20年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日)

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 5.10円 △23.51円 △13.28円

１株当たり中間(当期)

純損失(△)
△8.58円 △8.66円 △23.33円

潜在株式調整後

１株当たり中間(当期)純利益
─ ─ ─

(注） １ 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、１株当たり中間(当期)純損失が計上されて

いるため、記載しておりません。

　　  ２ 算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

　　　　１株当たり純資産額

前中間連結会計期間末
 

(平成19年９月30日)

当中間連結会計期間末
 

(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
 

(平成20年３月31日)

中間連結貸借対照表の
純資産の部の合計額
(百万円)

3,311 1,587 2,202

普通株式に係る純資産額
(百万円)

307 △1,417 △800

差額の主な内訳(百万円)
　　第Ⅱ種優先株式の払込
　　金額

3,000 3,000 3,000

　　少数株主持分 4 4 3

普通株式の発行済株式数
(株)

60,305,748 60,305,748 60,305,748

普通株式の自己株式数(株) 13,534 ─ 16,921

１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数
(株)

60,292,214 60,305,748 60,288,827

　

　　　　１株当たり中間(当期)純損失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19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

中間連結損益計算書上の
中間(当期)純損失（△）
(百万円)

△517 △522 △1,406

普通株式に係る中間(当期)
純損失（△）
(百万円)

△517 △522 △1,406

普通株主に帰属しない金額
(百万円)

─ ─ ─

普通株式の期中平均株式数
(株)

60,292,054 60,305,656 60,291,623

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益の算定
に含めなかった潜在株式の
概要

第Ⅱ種優先株式
6,000,000株

これらの詳細は、「第４　提出会社

の状況　１　株式等の状況②発行済

株式」に記載のとおりでありま

す。

第Ⅱ種優先株式
6,000,000株

これらの詳細は、「第４　提出会社

の状況　１　株式等の状況②発行済

株式」に記載のとおりでありま

す。

第Ⅱ種優先株式
6,000,000株

これらの詳細は、「第４　提出会社

の状況　１　株式等の状況②発行済

株式」に記載のとおりでありま

す。
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(重要な後発事象)

　

　前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日　至 平成19年９月30日)

    当社は株式会社山武(以下、「山武」といいます。)は、平成19年11月８日開催の両社の取締役　　

　　会において、平成20年４月１日を効力発生日として、株式交換により当社が山武の完全子会社と

　　なることを決議し、株式交換契約を締結いたしました。

　

　　１．株式交換の目的

　　　　　　当社は、多様化、複雑化する課題解決へのニーズと事業環境の変化に対し、本株式交換

　　　　　を好機とし、営業面でのシナジーのさらなる推進、当社及び山武が一体となった技術・製

　　　　　品開発の加速、当社が保有する工場の山武との有効活用はもとより、単に協業にとどまら

　　　　　ないあらゆる分野で山武との一体経営を推進することにより事業力を一層強化し、これま　　

　　　　　で培ってきた技術を活かす事により、顧客へのさまざまな価値提供を通じて企業価値の向

　　　　　上を図ることが目的であります。

　

　　２．株式交換の方法

　　　①株式交換の効力発生日

　　　　　　株式交換契約締結　　　　　　　　　　平成19年11月８日

　　　　　　臨時株主総会　　　　　　　　　　　　平成20年２月20日（予定）

　　　　　　株式交換の予定日（効力発生日）　　　平成20年４月１日（予定）

　

　　　②株式交換に係る割当ての内容

株式会社山武
（完全親会社）

株式会社金門製作所
（完全子会社）

株式交換比率 １ 0.045

　　　　　（注）株式の割当比率

　　　　　　　　　当社の普通株式１株に対し、山武の普通株式0.045株を割当交付いたします。

　　　　　　　　　なお、山武が保有する当社の普通株式26,086,956株及び第Ⅱ種優先株式6,000,000

　　　　　　　　　株については、株式交換による株式の割当交付は行いません。

　

　　　　③交換比率の算定

　　　　　　当社及び山武は、第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に、

　　　　　両社の財務状況、財務予測および市場株価の動向等の要因を総合的に勘案し、慎重に検討

　　　　　した上で、交渉・協議を重ね上記比率を決定しました。
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　当中間連結会計期間(自 平成20年４月１日　至 平成20年９月30日)

　　　重要な資産の譲渡（旧仙台工場の譲渡）

　　　当社は、「金門・山武ジャンプアップ２計画」の生産拠点再編の一環として、水道メーター

　　　の生産を連結子会社である青森工場（連結子会社㈱青森製作所）に集約し、平成20年９月をも

　　　って仙台工場を閉鎖いたしました。

　　　　これにより閉鎖となった仙台工場につきましては、平成20年11月21日開催の当社取締役会に

　　　おいて、同工場の土地、建物等の譲渡を決議し、平成20年12月１日付で下記のとおり譲渡いた

　　　しました。

　　　　譲渡先　　　　　　宮城県黒川郡大衡村

　　　　譲渡資産の種類　　土地、建物等（旧仙台工場）

　　　　譲渡契約日　　　　平成20年12月１日

　　　　譲渡日　　　　　　平成20年12月１日

　　　　譲渡価額　　　　　750百万円

　

　

　前連結会計年度(自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日)

    １．重要な株式交換

　　当社は平成20年４月１日付で株式会社山武（以下、「山武」といいます。）を株式交換完全親

　　会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行いました。

　

　　　(1)株式交換の目的

　　　　　　当社は、多様化、複雑化する課題解決へのニーズと事業環境の変化に対し、本株式交換

　　　　　を好機とし、営業面でのシナジーのさらなる推進、当社及び山武が一体となった技術・製

　　　　　品開発の加速、当社が保有する工場の山武との有効活用はもとより、単に協業にとどまら

　　　　　ないあらゆる分野で山武との一体経営を推進することにより事業力を一層強化し、これま

　　　　　で培ってきた技術を活かす事により、顧客へのさまざまな価値提供を通じて企業価値の向

　　　　　上を図ることが目的であります。

    

　　　(2)株式交換の方法

　　　　①株式交換に係る割当ての内容

株式会社山武 株式会社金門製作所

（完全親会社） （完全子会社）

株式交換比率 1 0.045

　　　　　(注)株式の割当比率

　　　　　　　当社の普通株式１株に対し、山武の普通株式0.045株を割当交付いたします。

　　　　　　　なお、山武が保有する当社の普通株式26,086,956株及び第Ⅱ種優先株式6,000,000株に

　　　　　　　ついては、株式交換による株式の割当交付は行いません。　

　

　　　　②交換比率の算定

　　　　　　当社及び山武は、第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に、

　　　　　両社の財務状況、財務予測および市場株価の動向等の要因を総合的に勘案し、慎重に検討

　　　　　した上で、交渉・協議を重ね上記比率を決定しました。
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　　　２．連結子会社の合併　　

　　　　当社の連結子会社である白河精機株式会社と株式会社金門岩瀬は、平成20年５月７日開催の

　　　当社取締役会において、平成20年10月１日をもって合併することを決議しました。

　

　　　(1)合併の目的

　　　　　生産組織を統合し、固定費の削減、人材の有効活用（製品の需要期・不需要期の影響緩

　　　　和）による製造原価の低減、また、労働条件やモチベーション、事務負担等の改善を図る。

　

　　　(2)合併の趣旨

　　　　　　（合併の日程）　　　合併契約締結　　　　　　平成20年５月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　合併契約承認株主総会　　平成20年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　（白河精機株式会社・株式会社金門岩瀬）

　　　　　　　　　　　　　　　　合併の予定日　　　　　　平成20年10月１日

　

　　　　　　（合併方式）　　　　白河精機株式会社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　金門岩瀬は消滅する。

　

　　　　　　（合併比率等）　　　株式会社金門岩瀬株式１株に対し白河精機株式会社株式を47.2株

　　　　　　　　　　　　　　　　を割り当てる。

　

　　　　　　（合併当事者の概要）

商号 白河精機株式会社 株式会社金門岩瀬

設立年月 昭和40年３月 平成16年６月

事業内容
ＬＰガスメーター、都市ガス
メーターの製造販売

警報器、電子機器の
製造請負

代表者 代表取締役社長　?生哲哉 代表取締役社長　?生哲哉

売上高 5,782百万円 792百万円

営業利益 114百万円 16百万円

当期純利益 114百万円 ４百万円

資本金 56百万円 20百万円

純資産 236百万円 11百万円

総資産 1,394百万円 258百万円

発行済株式数 384,549株（譲渡制限付） 400株（譲渡制限付）

株主構成
金門製作所98.49%
その他　　　  1.51%

金門製作所100%

従業員数 127名 44名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(数値は平成20年３月31日現在)

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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【中間財務諸表作成の基本となる重要な事項】

　
前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　資産の評価基準及び評価方法

　(1) 有価証券

　　ａ　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

　　　　　中間決算期末日の市場価格等

に基づく時価法により評

価しております。なお、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

定しております。

１　資産の評価基準及び評価方法

　(1) 有価証券

　　ａ　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

同左　　　　
 

１　資産の評価基準及び評価方法

　(1) 有価証券

　　ａ　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

　　　　　決算期末日の市場価格等に基

づく時価法により評価し

ております。なお、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し

ております。

　　　　時価のないもの

　　　　　移動平均法による原価法によ

り評価しております。

　　　　時価のないもの

同左

　　　　時価のないもの

同左

　　ｂ　子会社株式及び関連会社株式

　　　　移動平均法による原価法により

評価しております。

　　ｂ　子会社株式及び関連会社株式

同左　　　　

　　ｂ　子会社株式及び関連会社株式

同左

　(2) たな卸資産

　　　主として移動平均法による原価

法により評価しております。

　(2) たな卸資産

　　　 主として移動平均法による原

　　　 価法（収益性の低下による簿

　　　 価切下げの方法）により評価

　　　 しております。

 

　(2) たな卸資産

　　　主として移動平均法による原価

法により評価しております。

───────

 

　（会計方針の変更）

　当中間会計期間から平成18

年７月５日公表の「棚卸資産

の評価に関する会計基準」

(企業会計基準委員会　企業会

計基準第９号)を適用し、主と

して移動平均法による原価法

から主として移動平均法によ

る原価法(収益性の低下によ

る簿価切下げの方法)に変更

しております。

　これによる売上総利益、営業

利益、経常利益及び税引前中

間純損失に与える影響はあり

ません。

───────
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　 前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

２　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

 

平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備を除

く）については定額法、それ

以外の資産は定率法によって

おります。

なお、主な耐用年数は、建物15

年～38年、構築物は10年～40

年、機械及び装置は２年～11

年であります。
 
 
　 (会計方針の変更)
　　　　法人税法の改正((所得税法等の

一部を改正する法律　平成19

年３月30日　法律第６号)及び

(法人税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３月30

日　政令第83号))に伴い、平成

19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法

人税法に基づく方法に変更し

ております。

　これに伴い、前中間期と同一

の方法によった場合と比べ、

売上総利益は2百万円、営業利

益は2百万円、経常利益は2百

万円それぞれ減少し、税引前

中間純損失は2百万円増加し

ております。
 
　 (追加情報)
　　　　当中間会計期間より、平成19年

３月31日以前に取得したもの

については、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年から

５年間で均等償却する方法に

よっております。

　当該変更に伴う損益に与え

る影響は、売上総利益は11百

万円、営業利益は14百万円、経

常利益は24百万円それぞれ減

少し、税引前中間純損失は24

百万円増加しております。

２　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産(リース資産を

　　　除く)

平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備を除

く）については定額法、それ

以外の資産は定率法によって

おります。

なお、主な耐用年数は、建物15

年～38年、構築物は７年～40

年、機械及び装置は２年～７

年であります。
 
 

───────

───────
 

２　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

 

平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備を除

く）については定額法、それ

以外の資産は定率法によって

おります。

なお、主な耐用年数は、建物15

年～38年、構築物は10年～60

年、機械及び装置は６年～11

年であります。
 

 
　 (会計方針の変更)
　　　　法人税法の改正((所得税法等の

一部を改正する法律　平成19

年３月30日　法律第６号)及び

(法人税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３月30

日　政令第83号))に伴い、平成

19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法

人税法に基づく方法に変更し

ております。

　これに伴い、前事業年度と同

一の方法によった場合と比

べ、売上総利益は7百万円、営

業利益は7百万円、経常利益は

7百万円それぞれ減少し、税引

前当期純損失は7百万円増加

しております。
 
　 (追加情報)
　　　　当事業年度より、平成19年３月

31日以前に取得したものにつ

いては、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によっ

ております。

　当該変更に伴う損益に与え

る影響は、売上総利益は22百

万円、営業利益は29百万円、経

常利益は48百万円それぞれ減

少し、税引前当期純損失は48

百万円増加しております。
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───────  　(追加情報)
　　　　機械装置については従来、耐用

年数を２年～11年としており

ましたが、当中間会計期間よ

り２年～７年に変更しており

ます。

　これは、平成20年度の税制改

正を契機に耐用年数を見直し

たことによるものでありま

す。

　これによる売上総利益、営業

利益、経常利益及び税引前中

間純損失に与える影響は軽微

であります。

 

───────
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前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　(2) 無形固定資産
 
　　　定額法によっております。

　　　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)に基づく定額

法によっております。
 

───────

　(2) 無形固定資産(リース資産を

　　　除く)

同左
 
 
 
 
 
 
　(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産

　　　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。

 

　（会計方針の変更）

　当中間会計期間から平成19

年３月30日改正の「リース取

引に関する会計基準」(企業

会計基準委員会　企業会計基

準第13号)及び「リース取引

に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会　企

業会計基準適用指針第16号)

を適用しております。

　なお、リース取引開始日が適

用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引

については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を適用しておりま

す。

　これによる売上総利益、営業

利益、経常利益及び税引前中

間純損失に与える影響は軽微

であります。

　(2) 無形固定資産
 

同左
 
 
 
 
 
 

───────
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前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

３　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

３　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

３　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

　　　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別の債権の回収可能性を検

討して回収不能見積額を計上

しております。

同左 同左

　(2) 賞与引当金 　(2) 賞与引当金 　(2) 賞与引当金

　　　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しておりま

す。

同左 同左

─────── 　(3) 受注損失引当金 ───────

　　　受注契約に係る将来の損失に備

えるため、当中間会計期間末

における受注残案件のうち、

売上時に損失の発生が見込ま

れる案件について、合理的な

損失見込額を計上しておりま

す。

　

　(3) 退職給付引当金 　(4) 退職給付引当金 　(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。

同左 　　　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年による按分額を費

用処理しております。 

数理計算上の差異について 

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数による按分額をそれぞれ

の発生の翌期より費用処理し

ております。

　　　 　　　なお、会計基準変更時差異につい

ては、15年による按分額を費

用処理しております。

数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数による按分額をそれぞれ

の発生の翌期より費用処理し

ております。

　(4) 担保提供損失引当金 　(5) 担保提供損失引当金 　(4) 担保提供損失引当金

　　　資産の担保提供に伴い発生する

損失に備えるため、当中間会

計期間末において合理的に見

積もられる金額を計上してお

ります。

同左

 

　　　資産の担保提供に伴い発生する

損失に備えるため、当事業年

度末において合理的に見積も

られる金額を計上しておりま

す。
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前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

　(5) 製品保証引当金 　(6) 製品保証引当金 　(5) 製品保証引当金

　　　当社が納入した製品等の不具合

対応の支出に備えるため、当

該金額を個別に見積もり算出

した金額を計上しておりま

す。

同左

 

同左

 

　　(会計方針の変更) ─────── 　　(会計方針の変更)

 　　　従来、製品等の不具合を起因と

するクレーム対応費用は、そ

の対応時に費用処理しており

ましたが、近年、過去に納品し

た製品等の不具合発生率が高

まってきており、また、社内に

おけるクレーム管理体制を一

段と整備したことから、不具

合対応費用の期間帰属の適正

化及び財務内容の健全化を高

めるため、当中間会計期間よ

り将来の発生見込額を個別に

見積もり、製品保証引当金と

して計上する方法に変更しま

した。

　この変更により、従来と同一

の基準によった場合と比べ、

経常利益は29百万円増加し、

税引前中間純損失は110百万

円増加しております。

 　  　　　従来、製品等の不具合を起因と

するクレーム対応費用は、そ

の対応時に費用処理しており

ましたが、近年、過去に納品し

た製品等の不具合発生率が高

まってきており、また、社内に

おけるクレーム管理体制を一

段と整備したことから、不具

合対応費用の期間帰属の適正

化及び財務内容の健全化を高

めるため、当事業年度より将

来の発生見込額を個別に見積

もり、製品保証引当金として

計上する方法に変更しまし

た。

　この変更により、従来と同一

の基準によった場合と比べ、

売上総利益は23百万円、営業

利益は23百万円それぞれ減少

し、経常利益は41百万円増加

し、税引前当期純損失は98百

万円増加しております。
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　 前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

４　リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

４　リース取引の処理方法

リース取引開始日が平成20年４

月１日前に開始する事業年度に

属する所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっておりま

す。

４　リース取引の処理方法

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。

５　その他中間財務諸表作成のため

　　の基本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

５　その他中間財務諸表作成のため

　　の基本となる重要な事項

  　消費税等の会計処理方法 

同左

５　その他財務諸表作成のための基

　　本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理方法 

同左

　

　
　

【表示方法の変更】

前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

　生産部門子会社に対する部品の完全有償支給化に伴い、

従来は「売掛金」に含めて表示しておりました「有償支

給未収入金」は重要性が高まったことから、その内容を

明瞭に表示するため、当中間期より独立掲記しておりま

す。なお、前中間期における「有償支給未収入金」の金額

は4,508百万円であります。

　────────────
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【注記事項】

(中間貸借対照表関係)

　
前中間会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

16,109百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

16,425百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

16,447百万円

※２　担保提供資産

①建物 4,830百万円

土地 3,128

合計 7,959

※２　担保提供資産

①建物 3,742百万円

土地 2,608

合計 6,350

※２　担保提供資産

①建物 4,357百万円
土地 2,924

合計 7,282

上記資産を親会社である㈱山

武の連帯保証に対して担保に

供しております。この連帯保

証に対応する金融機関からの

借入金は長期借入金5,950百

万円（1年以内返済予定を含

む）、短期借入金8,500百万円

の総額14,450百万円でありま

す。 

なお、上記金額以外に投資有

価証券2,999百万円（中間期

末帳簿価額）及び関係会社株

式766百万円が担保予約と

なっております。

　　　

上記資産を親会社である㈱山

武の連帯保証に対して担保に

供しております。この連帯保

証に対応する金融機関からの

借入金は長期借入金4,250百

万円（1年以内返済予定を含

む）、短期借入金8,500百万円

の総額12,750百万円でありま

す。 

なお、上記金額以外に投資有

価証券2,469百万円（中間期

末帳簿価額）及び関係会社株

式666百万円が担保予約と

なっております。

　　　

上記資産を親会社である㈱山

武の連帯保証に対して担保に

供しております。この連帯保

証に対応する金融機関からの

借入金は長期借入金5,100百

万円（1年以内返済予定を含

む）、短期借入金8,500百万円

の総額13,600百万円でありま

す。

なお、上記金額以外に投資有

価証券2,640百万円（期末帳

簿価額）及び関係会社株式

666百万円が担保予約となっ

ております。

　　② 土地　　　　　　 226百万円 　　② 土地　　　　　 　226百万円 　　② 土地　　　　　　 226百万円

上記資産を他社債務210百万

円の担保に供しております。

なお、担保提供損失引当金を

計上しております。

上記資産を他社債務 99百万

円の担保に供しております。

なお、担保提供損失引当金を

計上しております。

上記資産を他社債務147百万

円の担保に供しております。

なお、担保提供損失引当金を

計上しております。

※３ 消費税等の表示 ※３ 消費税等の表示 ──────────

　　仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。

 同左

※４　当社は取引銀行５行とコミッ

　　　トメントライン契約を締結し

　　　ております。この契約に基づ

　　　く当中間会計期間末の借入実

　　　行残高は次の通りでありま

　　　す。 

※４　当社は取引銀行５行とコミッ

　　　トメントライン契約を締結し

　　　ております。この契約に基づ

　　　く当中間会計期間末の借入実

　　　行残高は次の通りでありま

　　　す。 

※４　当社は取引銀行５行とコミッ

　　　トメントライン契約を締結し

　　　ております。この契約に基づ

　　　く当事業年度末の借入実行残

　　　高は次の通りであります。

 

　　　 コミットメント

ラインの総額  8,500百万円 

借入残高 　　 8,500百万円

　　　 コミットメント

ラインの総額  8,500百万円 

借入残高 　　 8,500百万円

　　　 コミットメント

ラインの総額  8,500百万円 

借入残高      8,500百万円
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　 前中間会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

　５　保証債務 　５　保証債務 　５　保証債務

　　　 連帯保証債務 　　　 連帯保証債務 　　　 連帯保証債務

 従業員の21百万円の借入に

 対し連帯保証をしておりま

 す。

 従業員の18百万円の借入に

 対し連帯保証をしておりま

 す。

 従業員の19百万円の借入に

 対し連帯保証をしておりま

 す。

 

──────────
 
 

 

　 ６　受取手形割引高
　　　　　　　　489百万円　

 

──────────

（追加情報）

中間会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって

決済処理しております。

なお、当中間会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の中間会

計期間末日満期手形が、中間会計期

間末残高に含まれております。

────────── ──────────

受取手形　　　　201百万円
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(中間損益計算書関係)

　

項目
前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

※１　営業外収益の
主要項目

受取利息 0 2 0

受取配当金 573 32 693

賃貸料収入 ─ 53 ─

関係会社
賃貸料収入

─ 227 671

※２　営業外費用の
主要項目

支払利息 75 78 157

退職給付引当金
繰入額

─ 59 ─

減価償却費 ─ 264 708

※３　特別利益の主要
項目

投資有価証券
売却益

10 ─ 10

担保提供損失引
当金戻入額

─ 47 63

※４ 特別損失の主要
項目

建物除売却損 4 42 6

構築物除売却損 ─ ─ 0

機械及び装置
除売却損

113 2 136

工具器具及び
備品他除売却損

19 4 5

無形固定資産除
売却損

─ 4 24

投資有価証券評
価損

─ 10 ─

関係会社株式評
価損

─ ─ 99

減損損失 465 830 1,495

移転費用 ─ 59 ─

損害賠償金等 ─ 20 ─

製品等不具合対
応関連損失

188 ─ 290

製品保証引当金
繰入額

140 ─ 140

関係会社貸倒引
当金繰入額

─ ─ 30

土壌調査及び改
良費用

83 ─ 83

たな卸資産
除却損

11 ─ 11
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

※５　減損損失 当中間会計期間において、
当社は以下の資産グループ
について減損損失を計上し
ております。

当中間会計期間において、
当社は以下の資産グループ
について減損損失を計上し
ております。

当事業年度において、当社
は以下の資産について減損
損失を計上を行っておりま
す。
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減損損失計上額

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

表郷工場　

(福島県

白河市)及

び

ＬＰガス

事業部(東

京都文京

区)ほか

ＬＰガ

スメー

ター製

造設備

等

機械及び
装置

 
65

土　地

 50
リース資
産

 
265

その他の
有形及び
無形固定
資産

85

合計 465
 

減損損失計上額

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

表郷工場

(福島県

白河市)

及び

ＬＰガス

事業部(東

京都文京

区)ほか

ＬＰ

ガス

メー

ター

製造

設備

等

その他
の有形
固定資
産

60

京都工場

（京都府

船井郡）

ガス

メー

ター

製造

設備

及び

水道

メー

ター

製造

設備

建物 453

土地 316

小計 769

合計 830
 

 

減損損失計上額

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

表郷工場

(福島県

白河市)

及び

ＬＰガス

事業部(東

京都文京

区)ほか

 

ＬＰ

ガス

メー

ター

製造

設備

等

機械及
び装置 69

土　地 50

リース
資産 360

その他
有形及
び無形
固定資
産

119

小計 599

旧坂戸

工場

（埼玉県

坂戸市）

賃貸

資産

機械及
び装置
等

7

仙台工場

（宮城県

黒川郡）

水道

メー

ター

製造

設備

及び

賃貸

資産

建物
及び
構築物

406

土　地 152

機械
及び
装置等

33

小計 593

岩瀬工場

（福島県

須賀川

市）

ガス

警報

器等

製造

設備

及び

賃貸

資産

建物
及び
構築物

35

機械
及び
装置等

17

小計 52

京都工場

（京都府

船井郡）

ガス

メー

ター

製造

設備

及び

水道

メー

ター

製造

設備

機械及
び装置
等

106

伊南工場

（福島県

南会津

郡）

都市

ガス

機器

事業

資産

建物及
び
構築物
等

26

神奈川

支店

（神奈川

県横浜

市）

及び

大阪支店

（大阪府

東大阪

市）

支店

建物及
び
構築物

45

土　地 49

その他
有形及
び無形
固定資
産

14

小計 109

合計 1,495
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

　当社は事業に供している
資産については管理会計上
の区分に基づき事業部単位
に、また、遊休資産及び賃貸
資産については個々の物件
単位毎にグループ化を行
い、減損について判定を
行っております。ＬＰガス
機器事業部門については、
同業他社との競争等によ
り、収益性が低下したため、
当該資産グループの帳簿価
格を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失
465百万円として特別損失
に計上いたしました。
　なお、回収可能価額は正味
売却価額としており、不動
産鑑定評価額及び機械装置
やリース資産等の価額が合
理的に見積もれない資産に
ついては備忘価額(リース
資産は零)によっておりま
す。

　当社は、事業に供している
資産については管理会計上
の区分に基づき事業部単位
に、また、遊休資産及び賃貸
資産については、個々の物
件単位毎にグループ化を行
い、減損について判定を
行っております。
　ＬＰガス機器事業部門に
ついては、同業他社との競
争等により、収益性が低下
したため、当該資産グルー
プの帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、当該減少額
を減損損失60百万円として
特別損失に計上いたしまし
た。
　なお、回収可能価額は正味
売却価額としております
が、その他の有形固定資産
の正味売却価額が合理的に
見積もれないため、備忘価
額によっております。
　また、京都工場の建物及び
土地については、平成20年
９月開催の取締役会におい
て、当社の親会社である㈱
山武を中心としたａｚｂｉ
ｌグループの生産の再編成
のために工場設備の賃貸を
行うことを決議したため、
帳簿価額を回収可能価額ま
で減額し、当該減少額を減
損損失769百万円として特
別損失に計上いたしまし
た。
　なお、回収可能価額は使用
価値により将来キャッシュ
・フローを3.65%で割引い
て算定しております。
　

　当社は、事業に供している
資産については管理会計上
の区分に基づき事業部単位
に、また、遊休資産及び賃貸
資産については、個々の物
件単位毎にグループ化を行
い減損について判定を行っ
ております。
　ＬＰガス機器事業部門に
ついては、同業他社との競
争等により、収益性が低下
したため、回収可能価額ま
で減額し、当該減少額を減
損損失607百万円として特
別損失に計上いたしまし
た。
　また、その他の資産につい
ては、平成20年４月開催の
取締役会において、生産の
再編成及び事業所の統廃合
等を決議したため、帳簿価
額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失
888百万円として特別損失
に計上いたしました。
　なお、回収可能価額は正味
売却価額としており、不動
産鑑定評価額及び機械装置
やリース資産等の価額が合
理的に見積もれない資産、
除却予定の資産については
備忘価格（リース資産は
零）によっております。
 

　 ６　減価償却実施額

有形固定資産 444 342 901

無形固定資産 28 19 54
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

自己株式に関する事項

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) 13,784 ─ 250 13,534

（変動事由の概要) 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買増請求による減少　　　250株

　

当中間会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

自己株式に関する事項

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) 16,921 ─ 16,921 ─

（変動事由の概要) 

平成20年４月１日付で株式会社山武を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を

行ったことによる減少であります。

　

前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 13,784 3,387 250 16,921

（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　　　3,387株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買増請求による減少　　　250株
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(リース取引関係)

前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

1)　借手側 1)　借手側 1) 借手側

(1)リース物件の所有権が借主に移

　 転すると認められるもの以外の

　 ファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高

相当額

 

(1)リース物件の所有権が借主に移

 　転すると認められるもの以外の

　 ファイナンス・リース取引(新　

　 リース会計基準適用開始前の通

　 常の賃貸借取引に係る方法に準

　 じた会計処理によっているも

   の)

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

(1)リース物件の所有権が借主に移

 　転すると認められるもの以外の

　 ファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当

額

 

工具・

器具・

備品

機械装置
ソフト

ウェア
合計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

取得価
額相当
額

742 418 4091,570

減価償
却累計
額相当
額

409 91 111 612

減損損
失累計
額相当
額

104 129 30 263

中間期
末残高
相当額

229 197 267 694

その他の有形

固定資産

(機械装置及

び工具・器具

・備品)

無形固定資産

(ソフト

ウェア)

合計

(百万円) (百万円) (百万円)

取得価
額相当
額

806 419 1,226

減価償
却累計
額相当
額

303 184 488

減損損
失累計
額相当
額

244 39 284

中間期
末残高
相当額

258 194 453

工具・

器具・

備品

機械装置
ソフト

ウェア
合計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

取得価
額相当
額

535 418 4191,373

減価償
却累計
額相当
額

246 112 147 506

減損損
失累計
額相当
額

148 129 39 317

期末残
高相当
額

141 176 231 548
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　 前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

②　未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定の

中間期末残高

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

当額及びリース資産減損勘定の

中間期末残高

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

及びリース資産減損勘定の期末

残高相当額

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 303百万円

１年超 609

合計 913

１年以内 245百万円

１年超 401

合計 646

１年以内 276百万円

１年超 515

合計 792

 

リース資産減損勘定の中間期末残

高

　　　　　　　　　　　195百万円

 

リース資産減損勘定の中間期末残

高

　　　　　　　　　　168百万円

 

リース資産減損勘定の期末残高相

当額

221百万円

③　支払リース料、リース資産減損勘

定取崩額、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 222百万円

リース資産減損
勘定の取崩額

69

減価償却費相当額 133

支払利息相当額 21

減損損失 265

③　支払リース料、リース資産減損勘

定取崩額、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 161百万円

リース資産減損
勘定の取崩額

52

減価償却費相当額 95

支払利息相当額 15

減損損失 ─

③　支払リース料、リース資産減損勘

定取崩額、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 417百万円

リース資産減損
勘定の取崩額

139

減価償却費相当額 240

支払利息相当額 39

減損損失 360

 

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

価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

 

⑤　利息相当額の算定方法

同左

 

(2)オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年以内 0百万円

１年超 2

合計 3

(2)オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年以内 9百万円

１年超 90

合計 100

(2)オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年以内 1百万円

１年超 5

合計 6
 

2)　貸手側 2)　貸手側 2)　貸手側

　オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年以内 6百万円

１年超 14

合計 20

　オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年以内 6百万円

１年超 8

合計 14

　オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年以内 6百万円

１年超 11

合計 17
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(有価証券関係)

　

前中間会計期間末(平成19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はありません。

　

当中間会計期間末(平成20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はありません。

　

前事業年度末(平成20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はありません。
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(１株当たり情報)

項目
前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 2.08円 △28.90円 △16.39円

１株当たり中間(当期）
純損失（△）

△9.67円 △10.96円 △24.58円

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益 ─ ─ ─

(注) 　１　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、１株当たり中間(当期)純損失が計上

　されているため、記載しておりません。

　２　算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

　　１株当たり純資産額

前中間会計期間末
 

(平成19年９月30日)

当中間会計期間末
 

(平成20年９月30日)

前事業年度末
 

(平成20年３月31日)

中間貸借対照表の純資産の
部の合計額
(百万円)

3,125 1,257 2,011

普通株式に係る純資産額
(百万円)

125 △1,742 △988

差額の主な内訳(百万円)
　　第Ⅱ種優先株式の払込
　　金額

3,000 3,000 3,000

普通株式の発行済株式数
(株)

60,305,748 60,305,748 60,305,748

普通株式の自己株式数
(株)

13,534 ─ 16,921

１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式数
(株)

60,292,214 60,305,748 60,288,827

　

　　　　　　１株当たり中間(当期)純損失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19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

中間損益計算書上の中間
(当期)純損失（△）
(百万円)

△583 △660 △1,481

普通株式に係る中間(当期）
純損失（△）
(百万円)

△583 △660 △1,481

普通株主に帰属しない金額
(百万円)

─ ─ ─

普通株式の期中平均株式数
(株)

60,292,054 60,305,656 60,291,623

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益の算
定に含めなかった潜在株式
の概要

第Ⅱ種優先株式
6,000,000株

これらの詳細は、「第４　提出会社

の状況　１　株式等の状況②発行済

株式」に記載のとおりでありま

す。

第Ⅱ種優先株式
6,000,000株

これらの詳細は、「第４　提出会社

の状況　１　株式等の状況②発行済

株式」に記載のとおりでありま

す。

第Ⅱ種優先株式
6,000,000株

これらの詳細は、「第４　提出会社

の状況　１　株式等の状況②発行済

株式」に記載のとおりでありま

す。
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(重要な後発事象)

　

　前中間会計期間(自 平成19年４月１日　至 平成19年９月30日)

    当社と株式会社山武(以下、「山武」といいます。)は、平成19年11月８日開催の両社の取締役

　　会において、平成20年４月１日を効力発生日として、株式交換により当社が山武の完全子会社と

　　なることを決議し、株式交換契約を締結いたしました。

　

　　１．株式交換の目的

　　　　　　当社は、多様化、複雑化する課題解決へのニーズと事業環境の変化に対し、本株式交換

　　　　　を好機とし、営業面でのシナジーのさらなる推進、当社及び山武が一体となった技術・製

　　　　　品開発の加速、当社が保有する工場の山武との有効活用はもとより、単に協業にとどまら

　　　　　ないあらゆる分野で山武との一体経営を推進することにより事業力を一層強化し、これま

　　　　　で培ってきた技術を活かす事により、顧客へのさまざまな価値提供を通じて企業価値の向

　　　　　上を図ることが目的であります。

　

　　２．株式交換の方法

　　　①株式交換の効力発生日

　　　　　　株式交換契約締結　　　　　　　　　　　平成19年11月８日

　　　　　　臨時株主総会　　　　　　　　　　　　　平成20年２月20日（予定）

　　　　　　株式交換の予定日（効力発生日）　　　　平成20年４月１日（予定）　

　

　　　②株式交換に係る割当ての内容

株式会社山武
（完全親会社）

株式会社金門製作所
（完全子会社）

株式交換比率 １ 0.045

　　　　　（注）株式の割当比率

　　　　　　　　　当社の普通株式１株に対し、山武の普通株式0.045株を割当交付いたします。

　　　　　　　　　なお、山武が保有する当社の普通株式26,086,956株及び第Ⅱ種優先株式6,000,000

　　　　　　　　　株については、株式交換による株式の割当交付は行いません。

　

　　　　③交換比率の算定

　　　　　　当社及び山武は、第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に、

　　　　　両社の財務状況、財務予測および市場株価の動向等の要因を総合的に勘案し、慎重に検討

　　　　　した上で、交渉・協議を重ね上記比率を決定しました。
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　当中間会計期間(自 平成20年４月１日　至 平成20年９月30日)

　　　　重要な資産の譲渡（旧仙台工場の譲渡）

　　　　　当社は、「金門・山武ジャンプアップ２計画」の生産拠点再編の一環として、水道メータ

　　　　ーの生産を連結子会社である青森工場(連結子会社㈱青森製作所)に集約し、平成20年９月を

　　　　もって仙台工場を閉鎖いたしました。

　　　　　これにより閉鎖となった仙台工場につきましては、平成20年11月21日開催の当社取締役会

　　　　において、同工場の土地、建物等の譲渡を決議し、平成20年12月１日付で下記のとおり譲渡

　　　　いたしました。

　　　　　譲渡先　　　　　　　宮城県黒川郡大衡村

　　　　　譲渡資産の種類　　　土地、建物等（旧仙台工場）

　　　　　譲渡契約日　　　　　平成20年12月１日

　　　　　譲渡日　　　　　　　平成20年12月１日

　　　　　譲渡価額　　　　　　750百万円
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　前事業年度(自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日)

    １．重要な株式交換

　　当社は平成20年４月１日付で株式会社山武（以下、「山武」といいます。）を株式交換完全親

　　会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行いました。

　

　　　(1)株式交換の目的

　　　　　　当社は、多様化、複雑化する課題解決へのニーズと事業環境の変化に対し、本株式交換

　　　　　を好機とし、営業面でのシナジーのさらなる推進、当社及び山武が一体となった技術・製

　　　　　品開発の加速、当社が保有する工場の山武との有効活用はもとより、単に協業にとどまら

　　　　　ないあらゆる分野で山武との一体経営を推進することにより事業力を一層強化し、これま

　　　　　で培ってきた技術を活かす事により、顧客へのさまざまな価値提供を通じて企業価値の向

　　　　　上を図ることが目的であります。

　

　　　(2)株式交換の方法

　　　　①株式交換に係る割当ての内容

株式会社山武 株式会社金門製作所

（完全親会社） （完全子会社）

株式交換比率 1 0.045

　　　　　(注)株式の割当比率

　　　　　　　当社の普通株式に対し、山武の普通株式0.045株を割当交付いたします。

　　　　　　　なお、山武が保有する当社の普通株式26,086,956株及び第Ⅱ種優先株式6,000,000株に

　　　　　　　ついては、株式交換による株式の割当交付は行いません。　

　

　　　　②交換比率の算定

　　　　　　当社及び山武は、第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に、

　　　　　両社の財務状況、財務予測及び市場株価の動向等の要因を総合的に勘案し、慎重に検討

　　　　　した上で、交渉・協議を重ね上記比率を決定しました。
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　　　２．連結子会社の合併　　

　　　　当社の連結子会社である白河精機株式会社と株式会社金門岩瀬は、平成20年５月７日開催の

　　　取締役会において、平成20年10月１日をもって合併することを決議しました。

　

　　　(1)合併の目的

　　　　　生産組織を統合し、固定費の削減、人材の有効活用（製品の需要期・不需要期の影響緩

　　　　和）による製造原価の低減、また、労働条件やモチベーション、事務負担等の改善を図る。

　

　　　(2)合併の趣旨

　　　　　　（合併の日程）　　　合併契約締結　　　　　　平成20年５月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　合併契約承認株主総会　　平成20年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　（白河精機株式会社・株式会社金門岩瀬）

　　　　　　　　　　　　　　　　合併の予定日　　　　　　平成20年10月１日

　

　　　　　　（合併方式）　　　　白河精機株式会社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　金門岩瀬は消滅する。

　

　　　　　　（合併比率等）　　　株式会社金門岩瀬株式１株に対し白河精機株式会社株式を47.2株

　　　　　　　　　　　　　　　　を割り当てる。

　

　　　　　　（合併当事者の概要）

商号 白河精機株式会社 株式会社金門岩瀬

設立年月 昭和40年３月 平成16年６月

事業内容
ＬＰガスメーター、都市ガス
メーターの製造販売

警報器、電子機器の
製造請負

代表者 代表取締役社長　?生哲哉 代表取締役社長　?生哲哉

売上高 5,782百万円 792百万円

営業利益 114百万円 16百万円

当期純利益 114百万円 ４百万円

資本金 56百万円 20百万円

純資産 236百万円 11百万円

総資産 1,394百万円 258百万円

発行済株式数 384,549株（譲渡制限付） 400株（譲渡制限付）

株主構成
金門製作所98.49%
その他　　　  1.51%

金門製作所100%

従業員数 127名 44名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(数値は平成20年３月31日現在)

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

前中間会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,243 1,822 1,496

受取手形 2,214 1,530 1,942

売掛金 4,600 4,234 4,428

有償支給未収入金 3,821 3,490 3,283

たな卸資産 1,317 1,203 1,206

その他 383 261 296

貸倒引当金 △35 △7 △33

流動資産合計 13,545 12,535 12,621

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※2
 4,995

※2
 3,819

※2
 4,469

土地 ※2
 3,689

※2
 3,168

※2
 3,485

その他（純額） 1,692 996 1,096

有形固定資産合計 ※1
 10,377

※1
 7,985

※1
 9,051

無形固定資産 265 261 235

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 2,999

※2
 2,469

※2
 2,640

関係会社株式 ※2
 766

※2
 666

※2
 666

関係会社社債 3,355 3,355 3,355

関係会社長期貸付金（純額） 27 22 25

その他 622 488 622

貸倒引当金 △144 △172 △178

投資その他の資産合計 7,626 6,829 7,131

固定資産合計 18,270 15,075 16,418

資産合計 31,815 27,611 29,039
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(単位：百万円)

前中間会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 3,257 3,219 3,112

買掛金 5,545 5,291 5,309

短期借入金 ※2, ※4
 10,200

※2, ※4
 10,200

※2, ※4
 10,200

リース債務 － 18 －

賞与引当金 119 195 125

受注損失引当金 － 18 －

その他 ※3
 790

※3
 781

※3
 711

流動負債合計 19,913 19,725 19,459

固定負債

長期借入金 ※2
 4,250

※2
 2,550

※2
 3,400

リース債務 － 18 －

再評価に係る繰延税金負債 240 240 240

繰延税金負債 854 642 707

退職給付引当金 2,870 2,742 2,753

担保提供損失引当金 ※2
 210

※2
 99

※2
 147

製品保証引当金 110 151 98

長期未払金 240 184 220

固定負債合計 8,777 6,628 7,568

負債合計 28,690 26,354 27,027

純資産の部

株主資本

資本金 3,157 3,157 3,157

資本剰余金

資本準備金 4,162 4,162 4,162

その他資本剰余金 0 － 0

資本剰余金合計 4,162 4,162 4,162

利益剰余金

利益準備金 393 393 393

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △5,892 △7,667 △7,005

利益剰余金合計 △5,498 △7,273 △6,611

自己株式 △2 － △2

株主資本合計 1,818 46 705

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,250 939 1,035

土地再評価差額金 56 270 270

評価・換算差額等合計 1,306 1,210 1,306

純資産合計 3,125 1,257 2,011
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(単位：百万円)

前中間会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債純資産合計 31,815 27,611 29,039
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②【中間損益計算書】
(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

売上高 15,224 15,324 29,936

売上原価 12,432 12,129 24,054

売上総利益 2,791 3,194 5,882

販売費及び一般管理費 2,728 2,839 5,412

営業利益 62 355 469

営業外収益 ※1
 1,024

※1
 403

※1
 1,576

営業外費用 ※2
 631

※2
 468

※2
 1,224

経常利益 455 291 822

特別利益 ※3
 10

※3
 47

※3
 74

特別損失 ※4, ※5
 1,027

※4, ※5
 979

※4, ※5
 2,337

税引前中間純損失（△） △561 △640 △1,440

法人税、住民税及び事業税 21 20 41

法人税等合計 21 20 41

中間純損失（△） △583 △660 △1,481

EDINET提出書類

株式会社　金門製作所(E02268)

半期報告書

78/87



③【中間株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前事業年度の
要約株主資本等変動計算書

(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 3,157 3,157 3,157

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 3,157 3,157 3,157

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 4,162 4,162 4,162

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 4,162 4,162 4,162

その他資本剰余金

前期末残高 0 0 0

当中間期変動額

自己株式の処分 △0 － △0

株式交換による減少 － △0 －

当中間期変動額合計 △0 △0 △0

当中間期末残高 0 － 0

資本剰余金合計

前期末残高 4,162 4,162 4,162

当中間期変動額

自己株式の処分 △0 － △0

株式交換による減少 － △0 －

当中間期変動額合計 △0 △0 △0

当中間期末残高 4,162 4,162 4,162

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 393 393 393

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 393 393 393

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △5,309 △7,005 △5,309

当中間期変動額

株式交換による減少 － △0 －

土地再評価差額金の取崩 － － △214

中間純損失（△） △583 △660 △1,481

当中間期変動額合計 △583 △661 △1,696
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(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前事業年度の
要約株主資本等変動計算書

(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当中間期末残高 △5,892 △7,667 △7,005

利益剰余金合計

前期末残高 △4,915 △6,611 △4,915

当中間期変動額

株式交換による減少 － △0 －

土地再評価差額金の取崩 － － △214

中間純損失（△） △583 △660 △1,481

当中間期変動額合計 △583 △661 △1,696

当中間期末残高 △5,498 △7,273 △6,611

自己株式

前期末残高 △2 △2 △2

当中間期変動額

自己株式の取得 － － △0

自己株式の処分 0 － 0

株式交換による減少 － 2 －

当中間期変動額合計 0 2 △0

当中間期末残高 △2 － △2

株主資本合計

前期末残高 2,401 705 2,401

当中間期変動額

自己株式の取得 － － △0

自己株式の処分 0 － 0

株式交換による減少 － 2 －

土地再評価差額金の取崩 － － △214

中間純損失（△） △583 △660 △1,481

当中間期変動額合計 △583 △658 △1,696

当中間期末残高 1,818 46 705

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1,448 1,035 1,448

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △198 △96 △412

当中間期変動額合計 △198 △96 △412

当中間期末残高 1,250 939 1,035

土地再評価差額金

前期末残高 56 270 56

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） － － 214

当中間期変動額合計 － － 214

当中間期末残高 56 270 270
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(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前事業年度の
要約株主資本等変動計算書

(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

評価・換算差額等合計

前期末残高 1,504 1,306 1,504

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △198 △96 △198

当中間期変動額合計 △198 △96 △198

当中間期末残高 1,306 1,210 1,306

純資産合計

前期末残高 3,906 2,011 3,906

当中間期変動額

自己株式の取得 － － △0

自己株式の処分 0 － 0

株式交換による減少 － 2 －

土地再評価差額金の取崩 － － △214

中間純損失（△） △583 △660 △1,481

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △198 △96 △198

当中間期変動額合計 △781 △754 △1,894

当中間期末残高 3,125 1,257 2,011
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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85期(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

平成20年６月26日

関東財務局長に提出
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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。
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独立監査人の中間監査報告書

　

　

平成１９年１２月１３日

株 式 会 社 金 門 製 作 所
　　　取　締　役　会　　御　中

　

新日本監査法人
　

指 定 社 員
業務執行社員

　公認会計士　 岩渕　信夫　　  　㊞

指 定 社 員
業務執行社員

　公認会計士　 中島　康晴　　　　㊞

　 指 定 社 員
　公認会計士　 坂田　純孝　　　　㊞

業務執行社員

指 定 社 員
　公認会計士　 相山　一喜　　　　㊞

業務執行社員

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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金門製作所の平成１９年４月１日から平成２０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１９年４月１日から平成１９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、株式会社金門製作所及び連結子会社の平成１９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１９年４月１日から平成１９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

１．　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４)(3)ホに記載のとおり、会社は当中間

　　　連結会計期間より製品保証引当金を計上した。

２．　重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成19年11月８日開催の取締役会において、平成20

　　　年４月１日を効力発生日として、株式交換により当社が株式会社山武の完全子会社となること

　　　を決議し、株式交換契約を締結している。

　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 
　

 ※１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

　社)が別途保管しております。

　　２．前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書

　
　

平成20年12月８日

　

株 式 会 社 金 門 製 作 所
　

　取　締　役　会　御　中　

　

監査法人　ト　ー　マ　ツ

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　 青　木　良　夫　　　印　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　 滝　沢　勝　己　　　印　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項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金門製作所の平成20年４月１日から平成21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20年４月１日から平成20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、株式会社金門製作所及び連結子会社の平成20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20年４月１日から平成20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

重要な後発事象に記載しているとおり、会社は平成２０年１１月２１日開催の取締役会決議に基づき、旧仙

台工場の土地、建物等を譲渡している。

　

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

　
 ※１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。

　２．中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書

　 　

平成１９年１２月１３日

株 式 会 社 金 門 製 作 所

　取締役会　御中

　

新日本監査法人
　

指 定 社 員
業務執行社員

　公認会計士　  岩渕　信夫　　 　㊞

指 定 社 員
業務執行社員

　公認会計士　　中島　康晴　　 　㊞

　 指 定 社 員
　公認会計士　　坂田　純孝　　 　㊞

業務執行社員

指 定 社 員
　公認会計士　　相山　一喜　　 　㊞

業務執行社員

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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金門製作所の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第８５期事業年度

の中間会計期間（平成１９年４月１日から平成１９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、株式会社金門製作所の平成１９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１９年４月１日から平成１９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

１．　中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項３(5)に記載のとおり、会社は当中間会計期間

　　　より製品保証引当金を計上した。

２．　重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成19年11月８日開催の取締役会において、平成20

　　　年４月１日を効力発生日として、株式交換により当社が株式会社山武の完全子会社となること

　　　を決議し、株式交換契約を締結している。

　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 
　

※１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

　社)が別途保管しております。

　
　　２．前中間会計期間の中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書

　
　

平成20年12月８日

　

株 式 会 社 金 門 製 作 所
　

　取　締　役　会　御　中　

　

監査法人　ト　ー　マ　ツ

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　 青　木　良　夫　　　印　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　 滝　沢　勝　己　　　印　

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項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金門製作所の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第86期事業年度の中

間会計期間（平成20年４月１日から平成20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、株式会社金門製作所の平成20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20年４月１日から平成20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

重要な後発事象に記載しているとおり、会社は平成２０年１１月２１日開催の取締役会決議に基づき、旧仙

台工場の土地、建物等を譲渡している。

　

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 
　

 ※１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。

　２．中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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