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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

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 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税および地方消費税は含まれておりません。 

２ 第70期中および第71期中の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在するも

のの、中間純損失であるため記載しておりません。 

３ 第71期の１株当たり配当額20円は、記念配当３円を含んでおります。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第70期中 第71期中 第72期中 第70期 第71期

会計期間

自 平成16年 
  ７月１日 
至 平成16年 
  12月31日

自 平成17年
  ７月１日 
至 平成17年 
  12月31日

自 平成18年
  ７月１日 
至 平成18年 
  12月31日

自 平成16年 
  ７月１日 
至 平成17年 
  ６月30日

自 平成17年
  ７月１日 
至 平成18年 
  ６月30日

売上高 (千円) 9,943,166 10,473,145 10,609,183 23,114,607 24,744,956

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) 26,754 △120,908 32,238 529,599 605,045

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(千円) △17,923 △113,158 8,363 272,877 291,894

持分法を適用した 
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 569,375 569,375 569,375 569,375 569,375

発行済株式総数 (株) 3,432,475 3,432,475 3,432,475 3,432,475 3,432,475

純資産額 (千円) 2,943,277 3,233,219 3,524,542 3,240,148 3,527,358

総資産額 (千円) 11,443,948 11,466,359 12,051,938 11,097,705 13,203,941

１株当たり純資産額 (円) 869.67 951.07 1,029.21 949.58 1,032.44

１株当たり中間(当期)純
利益又は中間純損失(△)

(円) △5.30 △33.33 2.45 74.30 85.84

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― 2.44 73.87 85.42

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 17.00 20.00

自己資本比率 (％) 25.7 28.2 29.2 29.2 26.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △1,104,510 △1,012,789 △1,368,054 608,867 901,064

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △37,899 △47,523 △40,031 △77,441 △152,163

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 394,261 △53,341 △64,460 △54,135 △47,338

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 569,318 681,075 1,023,746 1,794,730 2,496,292

従業員数 
(ほか、平均臨時従業員
数)

(名)
351
(43)

364
(40)

370
(38)

362
(47)

368
(40)



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当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】 

該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成18年12月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)であります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー、顧問及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、当社の労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数 370(38)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油の価格高騰とその後の沈静化など原材料等の価格面に不

安定な要因を抱えておりましたが、輸出は円安を背景に米国・中国向を中心に引き続き好調で、それに

より民間企業の設備投資も堅調に推移し、全体として緩やかな景気回復が持続しております。 

 当計測・制御業界におきましても、プラント、鉄鋼、工作機械、通信関連等の設備投資・研究開発の

需要が増加したことや、企業や国の環境や食品安全に対する関心が高まったことなどにより、全体とし

て好調に推移いたしました。 

 このような状況のもとで当社は、従来からの主力分野であります、エネルギー、上下水道、自動車、

食品・薬品に加え、分析機器分野を中心に大学などの研究機関へも積極的な販売活動を展開して参りま

した。 

 その結果、受注高は126億67百万円（前中間会計期間比５億72百万円増）、売上高は106億9百万円

（前中間会計期間比１億36百万円増）となりました。また利益面につきましては、営業利益23百万円

（前中間会計期間比１億55百万円増）、経常利益32百万円（前中間会計期間比１億53百万円増）とな

り、中間純利益は８百万円（前中間会計期間比１億21百万円増）となり、前中間会計期間と比べ増収・

増益となりました。 

部門別の概況は次のとおりであります。 

①制御・情報機器システム(ＰＡ、ＦＡ)部門 

当部門につきましては、エネルギー、水道、石油、化学プラントなどで設備更新需要があり、その他

民間で環境保全に関する設備工事需要がありました。受注高は51億38百万円（前中間会計期間比７億96

百万円増）、売上高は41億17百万円（前中間会計期間比８百万円増）となりました。 

②計測器(測定器、計測システム)部門 

当部門につきましては、自動車業界、電子関連向は好調でしたが、ＩＴ通信関連が前期ほどの伸びが

なく、受注高は34億46百万円（前中間会計期間比１億69百万円減）、売上高は30億48百万円（前中間会

計期間比84百万円減）となりました。 

③分析機器(ラボ分析計)部門 

当部門につきましては、食品・薬品、石油に対する、気体分析装置が順調であり、また大学、研究機

関向けが好調だった結果、受注高は28億41百万円（前中間会計期間比３億12百万円増）、売上高は28億

46百万円（前中間会計期間比２億47百万円増）となりました。 

④産業機器・その他部門 

当部門につきましては、計測器部門同様自動車関連は好調でしたが、前期にあった半導体関連の大口

案件がなく、受注高は12億41百万円（前中間会計期間比３億67百万円減）、売上高は５億96百万円（前

中間会計期間比35百万円減）となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前事業年度末残高から14億72百万

円減少し、当中間会計期間末残高は10億23百万円となりました。各キャッシュ・フロー（以下「資金収

支」）の状況は、次の通りとなっております。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間における営業活動による資金収支は、13億68百万円の支出（前中間会計期間比３億55

百万円減少）となりました。これは主に税引前中間純利益が40百万円、売上債権の減少９億４百万円が

あった一方、たな卸資産の増加10億18百万円、仕入債務の減少12億41百万円などがあった為でありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間における投資活動による資金収支は、40百万円の支出（前中間会計期間比７百万円増

加）となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出13百万円、差入保証金の増加18百万円な

どがあった為であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間における財務活動による資金収支は、64百万円の支出（前中間会計期間比11百万円減

少）となりました。これは主に配当金の支払67百万円があった為であります。 

  

なお、当社の売上高は通常の営業形態として、上半期に比べ下半期に完成する工事の割合が大きいた

め、会計年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に相違があり、上半期と下半期の業績に季節的

変動があります。 

ちなみに、当中間会計期間の売上高は106億９百万円でありましたが、前中間会計期間の売上高は104

億73百万円、前事業年度における売上高は247億44百万円であります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

当中間会計期間における仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 金額は、仕入価格によっており、消費税および地方消費税は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当中間会計期間における受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 金額は、販売価格によっており、消費税および地方消費税は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 金額は、販売価格によっており、消費税および地方消費税は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社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】 

当中間会計期間において、新たに締結した重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

品目別 金額(千円) 前年同期比(％)

制御・情報機器システム 3,363,035 5.6

計測器 2,777,921 △1.7

分析機器 2,322,360 11.9

産業機器その他 667,042 △8.1

計 9,130,360 3.6

品目別 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

制御・情報機器システム 5,138,695 18.4 5,553,628 14.9

計測器 3,446,195 △4.7 934,871 △20.2

分析機器 2,841,173 12.4 1,136,311 36.1

産業機器その他 1,241,239 △22.8 1,184,633 2.8

計 12,667,303 4.7 8,809,445 10.2

品目別 金額(千円) 前年同期比(％)

制御・情報機器システム 4,117,615 0.2

計測器 3,048,698 △2.7

分析機器 2,846,757 9.5

産業機器その他 596,111 △5.6

計 10,609,183 1.3



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、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】 

当中間会計期間において、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)【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】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 10,000,000

計 10,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年12月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年３月26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 3,432,475 3,432,475
ジャスダック証券
取引所

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 3,432,475 3,432,475 ― ―

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
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年７月１日 
～ 

平成18年12月31日
― 3,432,475 ― 569,375 ― 814,474



(5) 【大株主の状況】 

平成18年12月31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(％)

横河電機株式会社 東京都武蔵野市中町２丁目９番32号 339 9.89

西川計測社員持株会 東京都港区三田３丁目13番16号 224 6.54

西 川   澄 東京都港区 164 4.79

西 川   徹 東京都杉並区 144 4.19

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 120 3.49

西 川 隆 司 東京都杉並区 102 2.97

竹 田 和 平 愛知県名古屋市天白区 100 2.91

平 山 正 行 神奈川県藤沢市 60 1.75

日本瓦斯株式会社 東京都中央区八丁堀２丁目10番７号 59 1.71

株式会社ムロコーポレーション 東京都世田谷区上野毛１丁目４番10号 58 1.68

計 ― 1,372 39.97



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年12月31日現在 

 
(注) 単元未満株式数には当社所有の自己株式76株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年12月31日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出後、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。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 7,900

完全議決権株式(その他)
普通株式

3,424,200
34,242 ―

単元未満株式 普通株式 375 ― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 3,432,475 ― ―

総株主の議決権 ― 34,242 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
西川計測株式会社

東京都港区 
三田３丁目13番16号

7,900 ― 7,900 0.23

計 ― 7,900 ―       7,900 0.23

月別
平成18年 
７月

８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 962 941 955 922 905 956

最低(円) 840 802 890 880 830 851



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

(1) 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７月１日から平成17年12月31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７月１日から平成18年12月31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、前中間会計期間(平成17年７月１日から平成17年12月

31日まで)及び当中間会計期間(平成18年７月１日から平成18年12月31日まで)の中間財務諸表について、

新日本監査法人の中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので中間連結財務諸表を作成しておりません。 

  

１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年12月31日現在)

当中間会計期間末

(平成18年12月31日現在)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年６月30日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 681,075 1,023,746 2,496,292

 ２ 受取手形 ※４ 1,342,245 1,383,476 1,790,487

 ３ 売掛金 5,850,000 5,354,604 5,852,259

 ４ たな卸資産 1,447,518 2,010,847 992,612

 ５ その他 184,609 244,027 133,168

   貸倒引当金 △12,970 △4,464 △13,768

   流動資産合計 9,492,479 82.8 10,012,236 83.1 11,251,051 85.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 314,792 2.7 292,592 2.4 299,349 2.3

 ２ 無形固定資産 71,413 0.6 77,801 0.6 76,721 0.6

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 1,113,438 1,117,964 1,020,580

  (2) 差入保証金 317,811 335,110 316,257

  (3) 繰延税金資産 92,565 156,792 182,703

  (4) その他 70,988 69,262 66,526

    貸倒引当金 △7,129 △9,822 △9,247

   投資その他の資産合計 1,587,674 13.9 1,669,307 13.9 1,576,819 11.9

   固定資産合計 1,973,880 17.2 2,039,702 16.9 1,952,890 14.8

   資産合計 11,466,359 100.0 12,051,938 100.0 13,203,941 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年12月31日現在)

当中間会計期間末

(平成18年12月31日現在)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年６月30日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 ※２ 6,608,800 6,566,784 7,808,199

 ２ 未払法人税等 13,038 13,865 308,951

 ３ 未払消費税等 ※３ 28,591 21,907 39,715

 ４ 前受金 474,412 836,908 335,562

 ５ 役員賞与引当金 ― 1,659 24,110

 ６ その他 ※２ 352,093 283,600 383,833

   流動負債合計 7,476,937 65.2 7,724,726 64.1 8,900,372 67.4

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 678,747 716,874 692,994

 ２ 役員退職慰労引当金 77,456 ― 83,216

 ３ その他 ― 85,795 ―

   固定負債合計 756,203 6.6 802,669 6.7 776,210 5.9

   負債合計 8,233,140 71.8 8,527,395 70.8 9,676,582 73.3

(資本の部)

Ⅰ 資本金 569,375 5.0 ― ― ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 814,474 ― ―

 ２ その他資本剰余金 551 ― ―

   資本剰余金合計 815,026 7.1 ― ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 125,475 ― ―

 ２ 任意積立金 709,000 ― ―

 ３ 中間未処分利益 637,902 ― ―

   利益剰余金合計 1,472,377 12.8 ― ― ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 389,136 3.4 ― ― ― ―

Ⅴ 自己株式 △12,696 △0.1 ― ― ― ―

   資本合計 3,233,219 28.2 ― ― ― ―

   負債及び資本合計 11,466,359 100.0 ― ― ― ―



 
  

  

前中間会計期間末

(平成17年12月31日現在)

当中間会計期間末

(平成18年12月31日現在)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年６月30日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 569,375 4.7 569,375 4.3

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 814,474 814,474

  (2) その他資本剰余金 ― 751 687

   資本剰余金合計 ― ― 815,226 6.7 815,162 6.2

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 125,475 125,475

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 ― 709,000 709,000

    繰越利益剰余金 ― 982,988 1,042,954

   利益剰余金合計 ― ― 1,817,463 15.1 1,877,429 14.2

 ４ 自己株式 ― ― △3,426 △0.0 △6,418 △0.0

   株主資本合計 ― ― 3,198,638 26.5 3,255,548 24.7

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― ― 325,903 2.7 271,809 2.0

   評価・換算差額等 
   合計

― ― 325,903 2.7 271,809 2.0

   純資産合計 ― ― 3,524,542 29.2 3,527,358 26.7

   負債純資産合計 ― ― 12,051,938 100.0 13,203,941 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間

(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 ※１ 10,473,145 100.0 10,609,183 100.0 24,744,956 100.0

Ⅱ 売上原価 8,965,692 85.6 8,974,577 84.6 20,878,138 84.4

   売上総利益 1,507,453 14.4 1,634,606 15.4 3,866,817 15.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,639,123 15.7 1,610,880 15.1 3,278,282 13.2

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△131,670 △1.3 23,725 0.2 588,535 2.4

Ⅳ 営業外収益 ※２ 11,853 0.1 9,304 0.1 18,125 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※３ 1,092 0.0 791 0.0 1,615 0.0

   経常利益又は 
   経常損失(△)

△120,908 △1.2 32,238 0.3 605,045 2.5

Ⅵ 特別利益 ※４ 31,667 0.3 8,716 0.1 32,204 0.1

Ⅶ 特別損失 ※5 71,696 0.7 430 0.0 71,696 0.3

税引前中間(当期)純利益
又は税引前中間純損失
(△)

△160,937 △1.6 40,524 0.4 565,553 2.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

6,613 9,977 304,036

   法人税等調整額 △54,393 △47,779 △0.5 22,183 32,160 0.3 △30,376 273,659 1.1

   中間(当期)純利益又は 
   中間純損失(△)

△113,158 △1.1 8,363 0.1 291,894 1.2

   前期繰越利益 751,060 ― ―

   中間未処分利益 637,902 ― ―



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７月１日 至 平成18年12月31日) 

                                          

 

 

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計資本準備金
その他資本

剰余金

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

合計別途積立金
繰越利益剰

余金

平成18年６月
30日残高 
(千円)

569,375 814,474 687 815,162 125,475 709,000 1,042,954 1,877,429 △6,418 3,255,548

中間会計期間
中の変動額

剰余金の 
配当

△68,329 △68,329 △68,329

中間純利益 8,363 8,363 8,363

自己株式   
の処分

63 63 2,992 3,056

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(千円)

－ － 63 63 － － △59,966 △59,966 2,992 △56,910

平成18年12月
31日残高 
(千円)

569,375 814,474 751 815,226 125,475 709,000 982,988 1,817,463 △3,426 3,198,638

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年６月30日残高(千円) 271,809 271,809 3,527,358

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △68,329

 中間純利益 8,363

 自己株式の処分 3,056

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

54,093 54,093 54,093

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

54,093 54,093 △2,816

平成18年12月31日残高(千円) 325,903 325,903 3,524,542



前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

                                             

 
                                           

 
                            

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成17年６月30日残高(千円) 569,375 814,474 471 814,946

事業年度中の変動額

 剰余金の配当

 当期純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分 215 215

 役員賞与の支給

 株主資本以外の項目の 
 事業年度変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― 215 215

平成18年６月30日残高(千円) 569,375 814,474 687 815,162

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成17年６月30日残高(千円) 125,475 709,000 830,143 1,664,618 △16,436 3,032,503

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △57,622 △57,622 △57,622

 当期純利益 291,894 291,894 291,894

 自己株式の取得 △79 △79

 自己株式の処分 10,098 10,314

 役員賞与の支給 △21,460 △21,460 △21,460

 株主資本以外の項目の 
 事業年度変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― 212,811 212,811 10,018 223,045

平成18年６月30日残高(千円) 125,475 709,000 1,042,954 1,877,429 △6,418 3,255,548

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年６月30日残高(千円) 207,644 207,644 3,240,148

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △57,622

 当期純利益 291,894

 自己株式の取得 △79

 自己株式の処分 10,314

 役員賞与の支給 △21,460

 株主資本以外の項目の 
 事業年度変動額(純額)

64,165 64,165 64,165

事業年度中の変動額合計(千円) 64,165 64,165 287,210

平成18年６月30日残高(千円) 271,809 271,809 3,527,358



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間

(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度のキャッ
シュ・フロー計算書
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税引前中間(当期)純利益 
      又は税引前中間純損失(△)
    

△160,937 40,524 565,553

 ２ 減価償却費 31,130 29,390 62,596

 ３ 退職給付引当金の増加額 25,999 23,880 40,245

 ４ 役員退職慰労引当金の増加 
   又は減少（△）額

77,456 △83,216 83,216

 ５ 貸倒引当金の増加 
   又は減少（△）額

723 △8,729 3,639

 ６ 役員賞与引当金の増加 
   又は減少（△）額

－ △22,451 24,110

 ７ 受取利息及び受取配当金 △6,033 △5,828 △9,940

 ８ 支払利息 964 684 1,359

 ９ 投資有価証券売却益 △23,547 △260 △24,084

 10 投資有価証券評価損 － 430 －

 11 固定資産売却益 △625 － △646

 12 ゴルフ会員権償還益 △8,000 － △8,000

 13 役員賞与支払額 △21,460
－

△21,460

 14 売上債権の増加(△)又は減少額 △592,270 904,666 △1,042,769

 15 たな卸資産の増加額 △604,748 △1,018,235 △149,842

 16 仕入債務の増加又は減少(△)額 447,529 △1,241,414 1,646,928

 17 前渡金の増加額 － △135,240 －

 18 前受金の増加又は減少(△)額 72,443 501,346 △66,406

 19 未払金の減少額 △65,180 △96,338 △77,428

 20 未払消費税等の増加 
   又は減少(△)額

△1,366 △17,807 9,757

 21 その他 △33,406 48,890 19,187

    小計 △861,330 △1,079,707 1,056,015

 22 利息及び配当金の受取額 6,033 6,442 9,326

 23 利息支払額 △964 △684 △1,359

 24 法人税等支払額 △156,529 △294,105 △162,918

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,012,789 △1,368,054 901,064



 
  

前中間会計期間

(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間

(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度のキャッ
シュ・フロー計算書
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による
  キャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △9,984 △8,799 △13,673

 ２ 有形固定資産の売却による収入 2,763 988 2,815

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △12,985 △13,989 △21,681

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △54,565 △6,848 △169,275

 ５ 投資有価証券の売却による収入 31,913 360 42,068

 ６ ゴルフ会員権の売却による収入 － － 13,100

 ７ 貸付金の回収による収入 694 － 1,172

 ８ 差入保証金の増加額 △3,252 △18,853 △1,698

 ９ その他 △2,105 7,112 △4,991

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△47,523 △40,031 △152,163

Ⅲ 財務活動による
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 1,100,000 810,000 1,680,000

 ２ 短期借入金の返済による支出 △1,100,000 △810,000 △1,680,000

 ３ 配当金の支払額 △57,161 △67,516 △57,572

 ４ 自己株式の取得による支出 － － △79

 ５ 自己株式の処分による収入 3,820 3,056 10,314

  財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△53,341 △64,460 △47,338

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は
  減少（△）額

△1,113,655 △1,472,546 701,562

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,794,730 2,496,292 1,794,730

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末
  (期末)残高

681,075 1,023,746 2,496,292



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

① 得意先の仕様に基づく発注

商品

個別法による原価法

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

① 得意先の仕様に基づく発注

商品

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

① 得意先の仕様に基づく発注

商品

同左

② 常備保管商品

移動平均法による原価法

② 常備保管商品

同左

② 常備保管商品

同左

③ その他保守用品

最終仕入原価法

③ その他保守用品

同左

③ その他保守用品

同左

(2) 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

却原価は移動平均法によ

り算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) 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、

売却原価は移動平均法に

より算定)

時価のないもの

同左

(2) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基

づく時価法

(評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法に

より算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物・構築物

        ３～50年

機械装置・工具器具備品

        ５～20年

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

定額法

ただし、ソフトウェア(自

社利用分)については、社内

における見込み利用可能期間

(５年)による定額法

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

定額法

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に

備えるため一般債権について

は貸倒実績率により、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。

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に

備えて、役員賞与支給見込額

のうち中間会計期間負担額を

計上しております。

(2) 役員賞与引当金

同左

(2) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基

づき当事業年度に見合う分を

計上しております。

(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。

過去勤務債務についてはそ

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

(10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以内の

一定の年数(10年)により按分

した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理すること

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

退職給付債務の見込額に基づ

き当事業年度末において発生

していると認められる額を計

上しております。

過去勤務債務についてはそ

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

(10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以内の

一定の年数(10年)により按分

した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理すること

としております。



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備

えるため、退職慰労金支給に

関する内規に基づく中間会計

期間末要支給額を計上してお

ります。

(4) 役員退職慰労引当金

――――――― 

 

 

 
 
 
 
 
 

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備

えるため、退職慰労金支給に

関する内規に基づく事業年度

末要支給額を計上しておりま

す。

４ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

 

５ ヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

   振当処理によっております。

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段…為替予約

   ヘッジ対象…外貨建金銭債務

 ③ ヘッジ方針

   為替変動リスクを回避する目

的で行っております。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

   為替予約について個別ヘッジ

を採用しているため原則とし

てヘッジ有効性の評価は行っ

ておりません。 

 

６ 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

消費税等の処理方法

税抜方式にて処理しており

ます。

７ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

  中間キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同

等物)は手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可

能、かつ、価格の変動について

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。

４ リース取引の処理方法

同左 

 

 

 

 

 

 

５ ヘッジ会計の方法

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 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

消費税等の処理方法

同左 

 

７ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左

 
 

４ リース取引の処理方法

同左 

 

 

 

 

 

 

５ ヘッジ会計の方法

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の処理方法

同左 

 

７ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

  キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能、

かつ、価格の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。



会計処理の変更 

前中間会計期間
(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

（役員退職慰労引当金）

 当社の役員退職慰労金は、従

来、支出時の費用として処理して

おりましたが、当中間会計期間よ

り内規に基づく中間会計期間末要

支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更いたしまし

た。 

 この変更は、役員の在任期間の

長期化により役員退職慰労引当金

計上が会社慣行として定着しつつ

あることを踏まえ、期間損益の適

正化及び財政内容の健全化を図る

ため、役員退職慰労金を役員の在

任期間にわたって合理的に費用配

分するためのものであります。 

 この変更により、当中間会計期

間の発生額5,760千円は販売費及

び一般管理費へ、過年度分相当額

71,696千円は特別損失に計上し、

その結果、従来と同一の方法を採

用した場合と比べ、営業損失及び

経常損失はそれぞれ5,760千円増

加、税引前中間純損失は77,456千

円増加しております。 

 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（役員退職慰労引当金）

 当社の役員退職慰労金は、従

来、支出時の費用として処理して

おりましたが、当事業年度より内

規に基づく事業年度末要支給額を

役員退職慰労引当金として計上す

る方法に変更いたしました。 

 この変更は、役員の在任期間の

長期化により役員退職慰労引当金

計上が会社慣行として定着しつつ

あることを踏まえ、期間損益の適

正化及び財政内容の健全化を図る

ため、役員退職慰労金を役員の在

任期間にわたって合理的に費用配

分するためのものであります。 

 この変更により、当事業年度の

発生額11,520千円は販売費及び一

般管理費へ、過年度分相当額

71,696千円は特別損失に計上し、

その結果、従来と同一の方法を採

用した場合と比べ、営業利益及び

経常利益はそれぞれ11,520千円減

少、税引前当期純利益は83,216千

円減少しております。 

 

（役員賞与に係る会計基準）

 当事業年度から「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委

員会 会計基準第４号 平成17年

11月29日）に基づき、発生時に費

用処理しております。 

 この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益が、24,110千円減少

しております。



  

 
  

表示方法の変更 

¶表後に挿入された段落
前中間会計期間

(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会平成17年12月９日

企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は3,527,358千円で

あります。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

 

前中間会計期間
(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

     ――――――― 

 

 

(キャッシュ・フロー計算書)

 前中間会計期間において「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」のその他に含めていた「前渡金の増加

額」（前中間会計期間△3,811千円）は重要性が高くな

ったため、当中間会計期間より区分掲記しておりま

す。 

 



次へ 

追加情報 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

(役員賞与引当金について)

役員賞与については、従来利益処

分により株主総会の決議を経て利益

剰余金の減少としておりましたが、

当中間会計期間より「役員賞与に関

する会計基準」(企業会計基準委員会

会計基準第４号 平成17年11月29日)

に基づき、発生時に費用処理してお

ります。なお、これによる当中間会

計期間の損益に与える影響はありま

せん。 

 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(役員退職慰労引当金について)

 当社は、役員の報酬制度改正の

一環として平成18年９月26日開催し

た定時株主総会において、役員退職

慰労金制度を廃止するとともに、役

員退職慰労金の支給を各役員の退職

時とすることを決議いたしました。

これに伴い、当該制度廃止日までの

期間に対応する役員退職慰労金

85,795千円を長期未払金に計上して

おります。

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



次へ 

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12月31日)

当中間会計期間末
(平成18年12月31日)

前事業年度末 
(平成18年６月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

530,021千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

550,635千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

543,935千円

※２ 担保に供している資産

投資有価証券のうち、142,462

千円を買掛金3,298,268千円の

担保に供しております。

※２ 担保に供している資産

投資有価証券のうち、133,506

千円を買掛金および未払金

3,313,030千円の担保に供して

おります。

※２ 担保に供している資産

投資有価証券のうち、115,610

千円を仕入債務3,229,044千円

の担保に供しております。

※３ 消費税等の取扱い

仮払消費税等および仮受消費税

等は相殺のうえ未払消費税等と

して表示しております。

※３ 消費税等の取扱い

同左

※３    ―――――

 

※４ 中間期末日満期手形処理につ

いて

中間期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処

理しております。

したがって、当中間期末日は、

銀行休業日のため次のとおり、

中間期末日満期手形が当中間期

末残高に含まれております。

受取手形 69,036千円
 

※４ 中間期末日満期手形処理につ

いて

中間期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処

理しております。

したがって、当中間期末日は、

銀行休業日のため次のとおり、

中間期末日満期手形が当中間期

末残高に含まれております。

受取手形 48,502千円

※４    ―――――

 ５ 保証債務  ５ 保証債務  ５ 保証債務

     ――――― 当社従業員向住宅資金銀行貸付

保証制度による金融機関からの

貸 付 に 対 す る 保 証 債 務 は

111,575千円であります。

当社従業員向住宅資金銀行貸付

保証制度による金融機関からの

貸 付 に 対 す る 保 証 債 務 は

115,997千円であります。



前へ   次へ 

(中間損益計算書関係) 

  

 

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

※１ 過去１年間の売上高

事業の性質上、下半期の売上高

は上半期と比較して高くなる傾

向があります。

前事業年度の 
下期

13,171,440千円

当中間期 10,473,145

計 23,644,586

※１ 過去１年間の売上高

事業の性質上、下半期の売上高

は上半期と比較して高くなる傾

向があります。

前事業年度の
下期

14,271,810千円

当中間期 10,609,183

計 24,880,994

※１    ―――――

 

※２ 営業外収益の主要項目

受取利息 117千円

受取配当金 5,915
 

※２ 営業外収益の主要項目

受取利息 94千円

受取配当金 5,734

※２ 営業外収益の主要項目

受取利息 465千円

受取配当金 9,475

 

※３ 営業外費用の主要項目

支払利息 964千円

売上割引 126
 

※３ 営業外費用の主要項目

支払利息 684千円

売上割引 107

※３ 営業外費用の主要項目

支払利息 1,359千円

売上割引
254

 

※４ 特別利益の主要項目

投資有価証券 
売却益

23,547千円

ゴルフ会員権 
償還益

8,000

 

※４ 特別利益の主要項目

貸倒引当金
戻入益

8,456千円

※４ 特別利益の主要項目

   投資有価証券  24,084千円
    売却益
   ゴルフ会員権     8,000 
    償還益
   貸倒引当金         120 
    戻入益

 

※５ 特別損失の主要項目

役員退職慰労

71,696千円引当金繰入額

過年度相当分
 

※５    ――――― ※５ 特別損失の主要項目

役員退職慰労 
引当金繰入額 
過年度相当分

71,696千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 18,057千円

無形固定資産 
(ソフトウェア)

13,072千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 15,178千円

無形固定資産 14,211千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 36,849千円

無形固定資産 
(ソフトウェア)

25,746千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 ストックオプションの行使による減少  8,000株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項は、ありません。 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当中間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会計期間後となるもの 

    該当事項は、ありません。 

  

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)    3,432,475 ― ―    3,432,475

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)     15,976 ―     8,000     7,976

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月26日 
定時株主総会

普通株式 68,329 20.00 平成18年６月30日 平成18年９月27日



前へ   次へ 

前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取による増加       76株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 ストックオプションの行使による減少  27,000株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項は、ありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

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)    3,432,475 ― ―    3,432,475

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)     42,900 76     27,000     15,976

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成17年９月26日 
定時株主総会

普通株式 57,622 17.00 平成17年６月30日 平成17年９月27日

決議 株式の種類
配当金の総額 

（千円）
配当の原資

１株当たり
配当額 
（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月26日 
定時株主総会

普通株式 68,329 利益剰余金 20.00 平成18年６月30日
平成18年９月27日

前中間会計期間
(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間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 681,075千円

現金及び 
現金同等物

681,075千円

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間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 1,023,746千円

現金及び 
現金同等物

1,023,746千円

現金及び現金同等物の期末残高と貸

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 2,496,292千円

現金及び
現金同等物

2,496,292千円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移

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 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額
相当額

(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 
相当額 
(千円)

工具器具
備品

107,325 37,009 70,315

車輌 
運搬具

48,826 19,300 29,526

合計 156,151 56,309 99,841

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額
相当額

(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 
相当額 
(千円)

工具器具
備品

113,448 44,769 68,678

車輌 
運搬具

55,400 24,948 30,452

合計 168,848 69,717 99,130  

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

(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末 
残高 
相当額 
(千円)

工具器具
備品

111,086 49,326 61,759

車輌 
運搬具

55,446 22,002 33,444

合計 166,532 71,329 95,203

② 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 33,746千円

１年超 67,083

計 100,829

② 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 34,080千円

１年超 66,154

計 100,234

② 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 35,077千円

１年超 61,241

計 96,319

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 21,159千円

減価償却費 
相当額

20,155

支払利息相当額 805

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 19,333千円

減価償却費
相当額

18,448

支払利息相当額 907

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 39,053千円

減価償却費
相当額

37,369

支払利息相当額 1,631

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

(借主側)

 未経過リース料

１年以内 ―千円

１年超 ―

計 ―

(減損損失について)

 リース資産に配分された減損損失

はありませんので、項目等の記載は

省略しております。

 

２   ―――――――― 

 

 

 
 

(減損損失について)

同左

 

２   ―――――――― 

 

 

(減損損失について)

同左



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年12月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

  

区分

中間会計期間末
(平成17年12月31日)

取得原価
(千円)

中間貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

その他有価証券

株式 445,630 1,101,899 656,269

その他 9,648 9,817 169

合計 455,278 1,111,717 656,438

中間会計期間末(平成17年12月31日)

中間貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式 1,721



当中間会計期間末(平成18年12月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、当中間会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について430千円の減損処理を行っておりま

す。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

前事業年度末(平成18年６月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

区分

中間会計期間末
(平成18年12月31日)

取得原価
(千円)

中間貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

その他有価証券

株式 567,188 1,116,343 549,154

その他 － － －

合計 567,188 1,116,343 549,154

中間会計期間末(平成18年12月31日)

中間貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式 1,621

区分

事業年度末
(平成18年６月30日)

取得原価
(千円)

貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

その他有価証券

株式 560,339 1,018,858 458,518

その他 － － －

合計 560,339 1,018,858 458,518

事業年度末(平成18年６月30日)

貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式 1,721



(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間におけるデリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略し

ております。 

  

当中間会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間におけるデリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略し

ております。 

  

前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

当会計期間におけるデリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略してお

ります。 

  



(ストック・オプション等関係) 

該当事項は、ありません。 

  

  



前へ   次へ 

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

該当事項は、ありません。 

  

当中間会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日) 

該当事項は、ありません。 

  

前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

該当事項は、ありません。 

  



前へ 

(１株当たり情報) 
  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

  

２ １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

１株当たり純資産額(円 銭) 951円7銭 1,029円21銭 1,032円44銭

１株当たり中間（当期）純利
益又は中間純損失 (△)( 円 
銭)

△33円33銭 2円45銭 85円84銭

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額について

は、潜在株式が存在するも

のの１株当たり中間純損失

であるため、記載しており

ません。

        2円44銭 85円42銭

前中間会計期間
(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

中間貸借対照表の純資産の部
の合計額（千円）

― 3,524,542 3,527,358

普通株式に係る純資産額 
(千円)

― 3,524,542 3,527,358

普通株式の発行済株式数 
（千株）

―
3,432 3,432

普通株式の自己株式数 
（千株）

―                   7 15

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数（千
株）

― 3,424 3,416

前中間会計期間
(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

中間（当期）純利益又は中間
純損失(△)(千円)

△113,158 8,363 291,894

普通株主に帰属しない金額 
(千円)

― ― ―

普通株式に係る中間（当期）
純利益又は中間純損失(△)
(千円)

△113,158 8,363 291,894

期中平均株式数(千株) 3,394 3,420 3,400

中間(当期)純利益調整額 
(千円)

― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に用い
られた普通株式増加数の主要
な内訳(千株)
自己株式取得方式によるス
トックオプション

―           2 16

普通株式増加数(千株) ―           2 16

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

平成13年９月26日定時株
主総会決議による自己株
式取得方式のストックオ
プション 
(株式の数28千株)

― ―



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

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

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第71期(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日)平成18年９月26日関東財務局長に提

出。 

  

  



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成18年３月24日

西川計測株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

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

ている西川計測株式会社の平成17年７月１日から平成18年６月30日までの第71期事業年度の中間会計期間

(平成17年７月１日から平成17年12月31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。この中間財務諸表の作成責任は経営

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

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

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

基準に準拠して、西川計測株式会社の平成17年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会

計期間(平成17年７月１日から平成17年12月31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 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項３(4)に記載されているとおり、会社は役員退職慰労金

を従来、支出時の費用として処理していたが、内規に基づく中間会計期間末要支給額を役員退職慰労引当金

として計上する方法に変更した。 

  

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

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  西  田  英  樹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  神  尾  忠  彦  ㊞

※ 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19年３月23日

西川計測株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

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

ている西川計測株式会社の平成18年７月１日から平成19年６月30日までの第72期事業年度の中間会計期間

(平成18年７月１日から平成18年12月31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、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中

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

明することにある。 

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

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

基準に準拠して、西川計測株式会社の平成18年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会

計期間(平成18年７月１日から平成18年12月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

  

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

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  西  田  英  樹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  神  尾  忠  彦  ㊞

※ 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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