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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）1.売上高には消費税等は含まれておりません。 

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

3.第38期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため、記載しておりません。 

4.第38期中の中間純利益の大幅な減少は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるも

のであります。 

回次 第36期中 第37期中 第38期中 第36期 第37期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（百万円） 2,362 3,564 1,798 5,493 5,612 

経常損益（百万円） 28 664 △54 335 555 

中間（当期）純損益（百万円） 17 656 △305 311 527 

純資産額（百万円） 12,182 12,968 12,563 12,495 12,906 

総資産額（百万円） 13,069 14,022 13,581 13,693 13,928 

１株当たり純資産額（円） 2,120.44 2,292.65 2,223.89 2,179.48 2,276.11 

１株当たり中間(当期)純損益

（円） 
3.13 115.18 △54.13 51.60 87.29 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 93.2 92.5 92.5 91.2 92.7 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
433 △106 45 187 1,322 

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
△1,466 △354 △921 △1,309 △1,293 

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
△62 △187 △121 △85 △187 

現金及び現金同等物の中間期末(期

末)残高（百万円） 
2,785 2,025 1,527 2,657 2,510 

従業員数（人） 280 276 274 270 275 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）1.売上高には消費税等は含まれておりません。 

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

3.第38期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため、記載しておりません。 

4.第38期中の中間純利益の大幅な減少は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるも

のであります。 

回次 第36期中 第37期中 第38期中 第36期 第37期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（百万円） 2,285 3,453 1,630 5,267 5,333 

経常損益（百万円） 66 581 △74 292 461 

中間(当期)純損益（百万円） 47 594 △311 273 460 

資本金（百万円） 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 

発行済株式総数（株） 5,778,695 5,778,695 5,778,695 5,778,695 5,778,695 

純資産額（百万円） 11,986 12,651 12,212 12,259 12,587 

総資産額（百万円） 12,823 13,788 13,159 13,469 13,678 

１株当たり純資産額（円） 2,086.37 2,236.64 2,161.73 2,138.24 2,219.68 

１株当たり中間（当期）純損益

（円） 
8.29 104.25 △55.14 45.03 75.52 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益（円） 
－ － － － － 

１株当たり中間（年間）配当額

（円） 
－ － － 15.00 20.00 

自己資本比率（％） 93.5 91.8 92.8 91.0 92.0 

従業員数（人） 256 256 251 250 252 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 事業の種類別セグメント情報を記載していないため事業部門別の従業員数を示すと次の通りであります。 

 （注） 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外部への出向者を除き、グループ外からの出向者を含むほ 

 か、パートタイマーは除く)であります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外からの出向者を含むほか、パートタイマーは除 

 く)であります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成17年９月30日現在

事業の部門等の名称 従業員数（人） 

管理部門  22 

営業部門  35 

技術部門  112 

製造部門  105 

合計  274 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 251 



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世界経済情勢は、原油などエネルギー価格の高騰や商品価格の上昇など懸念要因は

ありましたが、前年度からの回復基調が続き概ね堅調に推移しました。 

米国経済は、ハリケーン被害の影響が不透明ながら、好調な住宅市場を背景とした個人消費の堅調な推移、ＩＴ

関連投資の増加などにより拡大基調を維持しました。ユーロ圏経済は、政治的混乱、内需低迷で減速感が強まった

ものの、外需主導により緩やかな回復が続きました。また、アジア経済においても、中国経済は、対米輸出の増加

や個人消費の拡大により高い成長が続き、韓国、台湾でも、中国経済の伸長を受け、景気は拡大基調で推移しまし

た。 

 一方、国内経済は、ＩＴ分野の在庫調整の進展、民間設備投資の増勢基調などから、前年度半ばから続いた踊

り場局面を脱却し、底堅い個人消費を背景に景気は再浮揚の様相を見せ始めました。 

 当社グループがおかれている半導体業界につきましては、デジタル家電、携帯電話向け在庫調整が一巡して底

打ち感が強まりましたが、継続的な回復基調までには至りませんでした。半導体製造装置の設備需要は半導体メー

カーの投資抑制の影響を受け低迷状態が続き、特に中国市場においては過剰投資感の強まりからファウンドリー

（半導体受託生産会社）の新規投資が急速に減速しました。 

このような状況のなか、国内市場においては、安定した需要がある個別半導体用テスタの受注が堅調に推移しま

したが、海外市場においては、北米市場では受注が順調に増加した反面、主要市場であるアジア地域において主力

製品のハンドラの受注が伸び悩みました。第２四半期以降はアジア地域でも受注回復に転じたものの、中間期は総

じて受注・売上とも低調な推移となりました。 

以上の結果、受注高は22億82百万円（前年同期比28.6％減）、売上高は17億98百万円（同49.6％減）となりまし

た。製品別売上高は、ハンドラが６億96百万円（同62.5％減）、テスタが５億97百万円（同44.5％減）、パーツ等

が５億４百万円（同20.2％減）となりました。 

損益面については、グループ全体で採算管理の強化・製造原価低減に努めましたが、受注減に伴う稼働率の低下

により、営業損失１億29百万円（前年同期は営業利益６億41百万円）、経常損失は54百万円（前年同期は経常利益

６億64百万円）となりました。また、中間純損失は、遊休資産の減損処理により、３億５百万円（前年同期は中間

純利益６億56百万円）となりました。 

 所在地セグメントの業績は次の通りであります。 

①日本 

前連結会計年度後半から低迷状態が続くなか、現地法人を中心として受注活動に注力いたしましたが、本格的な

回復基調までは至らなかった結果、売上高は14億89百万円と前年同期比54.9％の減少となりました。 

 また、利益面では、売上高の減少に伴い売上総利益が減少する一方で前年同期並みの研究開発費を計上したこと

から、１億60百万円の営業損失（前年同期は５億48百万円の営業利益）となりました。 

②北米 

テスタを中心として前連結会計年度後半からの好調を維持した結果、売上高は２億71百万円（前年同期比33.5％

増）、営業利益は30百万円（同284.6％増）となりました。 

③アジア 

マレーシアにおいては第２四半期以降に急回復が見られたものの、主要販売地域である中国において受注が伸び

悩んだことから、売上高は14百万円（前年同期比26.1％減）、営業利益は４百万（同93.9％減）となりました。 

④ヨーロッパ 

第２四半期以降、一部に明るさが見えたものの総じて低調に推移した結果、売上高は21百万円（前年同期比

43.7％減）、利益面は、14百万円の営業損失（前年同期は６百万円の営業利益）となりました。 



(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ９億82百万円減少し、当中間連結会計期間末には15億27百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、45百万円のプラス（前年同期は１億６百万円のマイナス）となりまし

た。これは主に、税金等調整前中間純損失３億76百万円の計上および、たな卸資産が１億９百万円増加したもの

の、減損損失３億21百万円の計上および売上債権が２億44百万円減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、９億21百万円のマイナス（前年同期は３億54百万円のマイナス）となり

ました。これは主に、有価証券および投資有価証券の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、１億21百万円のマイナス（前年同期は１億87百万円のマイナス）となり

ました。これは主に配当金の支払によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を品目別に示すと、次の通りであります。 

 （注）1．金額は販売価格によっております。 

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注実績 

 当中間連結会計期間の受注実績を品目別に示すと、次の通りであります。 

 （注）1．金額は販売価格によっております。 

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を品目別に示すと、次の通りであります。 

 （注）1．金額は販売価格によっております。 

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

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

（注）当中間連結会計期間は、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。 

品目 金額（百万円） 前年同期比（％） 

ハンドラ 721 △60.4 

テスタ 461 △50.8 

パーツ等 457 △24.6 

合計 1,640 △51.3 

品目 受注高（百万円） 
前年同期比
（％） 

受注残高（百万円） 
前年同期比
（％） 

ハンドラ 1,006 △37.6 578 12.0 

テスタ 789 △21.7 378 38.5 

パーツ等 487 △15.8 81 △8.4 

合計 2,282 △28.6 1,038 18.2 

品目 金額（百万円） 前年同期比（％） 

ハンドラ 696 △62.5 

テスタ 597 △44.5 

パーツ等 504 △20.2 

合計 1,798 △49.6 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS 390 10.9 － － 



３【対処すべき課題】 

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

４【経営上の重要な契約等】 

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

５【研究開発活動】 

 当社グループは技術革新の激しい半導体業界にあって、広汎な顧客ニーズに的確に応えていく製品を開発し、迅速

に提供することを基本方針としており、今後の事業の中心となる製品開発を進めております。 

 当中間連結会計期間の研究開発費総額は２億33百万円であり、主な研究開発成果及び進行状況は次の通りでありま

す。 

①小信号ディスクリート高速ハンドラ 

 従来の小信号デバイス用高機能ハンドラのデバイス搬送速度を２倍に向上させた、世界最速レベルのハンドラの

開発を完了いたしました。 

②ウエハーレベルＣＳＰテーピングハンドラ 

 ＣＳＰテーピングハンドラ（ピッカー）をベースに、市場ニーズが高まっているウエハーレベルＣＳＰ対応のハ

ンドラの開発を完了いたしました。 

③ミドルパワーデバイス用ハンドラ 

 車載用デバイスとしても需要の高いミドルパワーデバイス等に対応した、世界最速レベルのハンドラを開発中で

あります。 

④マルチファンクションテスタ 

 ディスクリート市場およびリニアＩＣ市場に対応し、高スループットのテストシステム構築を可能とする多機能

かつ最速４パラレル測定のテストシステムを開発中であります。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 該当事項はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 20,000,000 

計 20,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月22日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 5,778,695 5,778,695 ジャスダック証券取引所 

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準株式 

計 5,778,695 5,778,695 － － 

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17年４月１日～

平成17年９月30日 

  

－ 5,778,695 － 2,521 － 3,370 



(4）【大株主の状況】 

（注）1.上記のほか、自己株式が129千株あります。 

2.日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）の所有株式は、全て信託業務に係る株式であります。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  平成17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（％） 

㈱テセックサービス 東京都立川市曙町２-33-14 1,875 32.4 

山村 博 埼玉県所沢市松が丘１-29-１ 230 4.0 

テセック社員持株会 東京都東大和市上北台３-391-１ 227 3.9 

北田 則行 東京都東大和市湖畔２-325-122 174 3.0 

㈱りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２-２-１ 164 2.8 

昭和リース㈱ 東京都新宿区四谷３-12 143 2.5 

村井 昭 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪16157-３ 105 1.8 

日本生命保険(相) 東京都千代田区丸の内１-６-６ 96 1.7 

日本マスタートラスト信託銀

行㈱（信託口） 
東京都港区浜松町２-11-３ 94 1.6 

大塚 英樹 東京都立川市砂川町７-56-10 83 1.4 

計 － 3,193 55.3 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    129,100 － 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式   5,649,400 56,494 同上 

単元未満株式 普通株式      195 － 同上 

発行済株式総数               5,778,695 － － 

総株主の議決権 － 56,494 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、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日後、当半期報告書の提出日までにおいて役員の異動はありません。 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

株式会社テセック 
東京都東大和市上北台

３-391－１ 
129,100 － 129,100 2.23 

計 － 129,100 － 129,100 2.23 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,399 1,380 1,279 1,356 1,360 1,400 

最低（円） 1,307 1,200 1,211 1,265 1,285 1,312 



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。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３

項のただし書きにより、改正前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。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日

まで）及び前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）並びに当中間連結会計期間（平成17年４

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

財務諸表及び中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 

（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   1,656   1,095   2,267  

２．受取手形及び売掛
金   3,214   1,599   1,832  

３．有価証券   1,351   2,736   1,839  

４．たな卸資産   1,253   1,254   1,141  

５．繰延税金資産   111   196   105  

６．その他    95   91   102  

  貸倒引当金   △10   △16   △5  

流動資産合計   7,672 54.7  6,956 51.2  7,283 52.3

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※１ 913   860   883   

(2）機械装置及び運
搬具 

※１ 27   36   34   

(3）工具器具備品 ※１ 187   140   159   

(4）土地  2,817 3,946  2,496 3,533  2,817 3,895  

２．無形固定資産           

無形固定資産合計    63   35   48  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  2,196   2,974   2,609   

(2）繰延税金資産  78   －   27   

(3）その他  72   84   66   

    貸倒引当金  △8 2,339  △1 3,056  △1 2,701  

固定資産合計   6,349 45.3  6,625 48.8  6,644 47.7

資産合計   14,022 100.0  13,581 100.0  13,928 100.0

           
 



  
前中間連結会計期間末 

（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   125   145   77  

２．未払金   3   120   198  

３．未払法人税等   29   20   47  

４．未払費用   274   145   125  

５．賞与引当金   188   166   151  

６．その他   33   23   24  

流動負債合計   654 4.7  622 4.6  624 4.5

Ⅱ 固定負債           

１．長期未払金   －   165   －  

２．役員退職引当金   152   －   159  

３．退職給付引当金   217   166   210  

４．繰延税金負債   20   57   21  

５．連結調整勘定   7   5   6  

固定負債合計   399 2.8  395 2.9  396 2.8

負債合計   1,054 7.5  1,017 7.5  1,021 7.3

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   0 0.0  0 0.0  0 0.0

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,521 18.0  2,521 18.6  2,521 18.1

Ⅱ 資本剰余金   3,370 24.0  3,370 24.8  3,370 24.2

Ⅲ 利益剰余金   7,300 52.1  6,720 49.5  7,171 51.5

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   137 1.0  297 2.2  206 1.5

Ⅴ 為替換算調整勘定   △209 △1.5  △184 △1.4  △211 △1.5

Ⅵ 自己株式   △152 △1.1  △161 △1.2  △152 △1.1

資本合計   12,968 92.5  12,563 92.5  12,906 92.7

負債、少数株主持分
及び資本合計   14,022 100.0  13,581 100.0  13,928 100.0

           



②【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   3,564 100.0  1,798 100.0  5,612 100.0

Ⅱ 売上原価   2,073 58.2  1,185 65.9  3,336 59.5

売上総利益   1,491 41.8  612 34.1  2,275 40.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  849 23.8  742 41.3  1,720 30.6

営業利益又は営業
損失（△）   641 18.0  △129 △7.2  554 9.9

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  32   50   63   

２．受取配当金  2   3   2   

３．投資有価証券売却
益  1   14   ―   

４．為替差益   27   4   11   

５．連結調整勘定償却
額   ―   0   1   

６．その他  3 67 1.9 8 81 4.5 22 101 1.8

Ⅴ 営業外費用           

１．たな卸資産廃棄損  15   3   34   

２．たな卸資産評価損  15   1   49   

３．単元株式変更費用  7   ―   8   

４．その他  6 45 1.3 1 6 0.4 9 101 1.8

経常利益又は経常
損失（△）   664 18.6  △54 △3.1  555 9.9

Ⅵ 特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  ― ― ― ― ― ― 3 3 0.0

Ⅶ 特別損失           

１．減損損失 ※２ ―   321   ―   

２．ゴルフ会員権評価
損  6 6 0.2 ― 321 17.9 6 6 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益又
は税金等調整前中
間純損失（△） 

  657 18.4  △376 △21.0  551 9.8

法人税、住民税及
び事業税  24   18   43   

法人税等還付額  ―   ―   △8   

法人税等調整額  △23 1 0.0 △89 △71 △4.0 △11 23 0.4

少数株主利益   0 0.0  0 0.0  0 0.0

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△） 

  656 18.4  △305 △17.0  527 9.4

           



③【中間連結剰余金計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   3,370  3,370  3,370

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  3,370  3,370  3,370 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   6,744  7,171  6,744 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益  656 656 － － 527 527 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．中間純損失  －  305  －  

２．配当金  85  113  85  

３．役員賞与  15 100 32 451 15 100 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  7,300  6,720  7,171 

        



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

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

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税金等調整前中間
（当期）純利益又は
税金等調整前中間純
損失（△） 

 657 △376 551 

減価償却費  86 68 173 

減損損失  ― 321 ― 

連結調整勘定償却額  △0 △0 △1 

貸倒引当金の増減額  2 11 △3 

受取利息及び受取配
当金 

 △35 △53 △66 

為替差益  ― △5 △1 

役員退職引当金の増
減額 

 5 △159 12 

長期未払金の増加額  ― 162 ― 

投資有価証券売却損
益 

 △1 △14 0 

固定資産除売却損  2 0 2 

ゴルフ会員権評価損  6 ― 6 

売上債権の増減額  △689 244 699 

たな卸資産の増減額  △93 △109 15 

仕入債務の増減額  △178 64 △221 

未収消費税等の減少
額 

 54 19 22 

未収入金の減少額  63 0 90 

未収還付法人税等の
減少額 

 4 ― ― 

未払費用の増減額  △51 19 △200 

退職給付引当金の増
減額 

 3 △43 △4 

その他流動資産の増
加額 

 △1 △14 △3 

その他流動負債の増
減額 

 61 △76 217 

役員賞与の支給額  △15 △32 △15 

小計  △118 25 1,277 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

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

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

利息及び配当金の受
取額 

 29 50 69 

法人税等の還付額  － 8 4 

法人税等の支払額  △17 △39 △28 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △106 45 1,322 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

定期預金の預入によ
る支出 

 △10 △6 △112 

定期預金の払戻によ
る収入 

 ― ― 71 

有価証券の取得によ
る支出 

 △303 △1,199 △1,606 

有価証券の売却・償
還による収入 

 886 603 2,191 

投資有価証券の取得
による支出 

 △1,112 △1,062 △2,298 

投資有価証券の売
却・償還による収入 

 210 763 509 

有形固定資産の取得
による支出 

 △33 △7 △54 

有形固定資産の売却
による収入 

 13 ― 13 

無形固定資産の取得
による支出 

 △2 ― △5 

その他  △1 △11 △2 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △354 △921 △1,293 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

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

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

自己株式の取得によ
る支出 

 △101 △8 △101 

配当金の支払額  △85 △113 △85 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △187 △121 △187 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 16 14 11 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
減少額 

 △631 △982 △146 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 2,657 2,510 2,657 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

 2,025 1,527 2,510 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

 連結子会社は次の４社であり

ます。 

TESEC,INC. 

TESEC EUROPE S.A.S.U. 

TESEC (M) SDN.BHD. 

泰賽国際貿易（上海） 

有限公司 

同左 同左 

 また、当社の子会社はすべて

連結の範囲に含めております。 

  

  

２．連結子会社の（中間）

決算日等に関する事項 

 連結子会社のうち泰賽国際貿

易（上海）有限公司の中間決算

日は６月30日であります。中間

連結財務諸表の作成に当たって

は、同日現在の中間財務諸表を

使用しておりますが、中間連結

決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調

整を行っております。 

同左  連結子会社のうち泰賽国際貿

易（上海）有限公司の決算日は

12月31日であります。連結財務

諸表の作成に当たっては、同日

現在の財務諸表を使用しており

ますが、当連結決算日との間に

生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っており

ます。 

３．会計処理基準に関する

事項 

(イ）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定) 

(イ）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

(イ）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定) 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

 時価のないもの 

同左 

 ② たな卸資産 

製品及び仕掛品 

 個別法に基づく原価法 

② たな卸資産 

同左 

② たな卸資産 

同左 

 原材料 

 移動平均法に基づく原

価法 

  

 (ロ）重要な減価償却資産の減価

償却方法 

① 有形固定資産 

 当社は定率法（ただし、

平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除

く）については定額法）、

連結子会社は定額法によっ

ております。 

 ただし、耐用年数につい

ては、法人税法に規定する

方法と同一の基準によって

おります。 

(ロ）重要な減価償却資産の減

価償却方法 

① 有形固定資産 

同左 

(ロ）重要な減価償却資産の減価

償却方法 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 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、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額

法によっております。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (ハ）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権等の貸倒による損失

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。 

(ハ）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(ハ）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

 従業員賞与の支払に備え

るため将来の支給見込額の

うち当中間連結会計期間の

負担額を計上しておりま

す。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 従業員賞与の支払に備え

るため将来の支給見込額の

うち当連結会計年度の負担

額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、当中間連結会計期

間末における退職給付債務

及び年金資産に基づき計上

しております。 

 なお、会計基準変更時差

異（105百万円）について

は、15年による按分額を戻

入処理しております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産に基づき計上して

おります。 

 なお、会計基準変更時差

異（105百万円）について

は、15年による按分額を戻

入処理しております。 

 ④ 役員退職引当金 

 当社は役員退職時の退職

金の支払に備えるため役員

退職慰労金規程による算定

額の全額を計上しておりま

す。 

④ 役員退職引当金 

───── 

（追加情報）  

  当社は役員退職時の退職金の

支払に備えるため、役員退職慰

労金規程による算定額の全額を

計上しておりましたが、経営改

革の一環として平成17年６月29

日開催の定時株主総会終結の時

をもって、役員退職慰労金制度

を廃止いたしました。なお、当

該株主総会までの期間に対する

役員退職慰労金相当額は、長期

未払金として表示しておりま

す。 

④ 役員退職引当金 

 当社は役員退職時の退職

金の支払に備えるため役員

退職慰労金規程による算定

額の全額を計上しておりま

す。 

 (ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、

中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理

しております。なお、在外

子会社等の資産及び負債

は、中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分及

び資本の部における為替換

算調整勘定に含めて計上し

ております。 

(ニ）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準 

同左 

(ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、

連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、決

算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は

少数株主持分及び資本の部

における為替換算調整勘定

に含めて計上しておりま

す。 

 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

追加情報 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (ホ）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

に準じた会計処理方法によ

っております。 

(ホ）重要なリース取引の処理

方法 

同左 

(ホ）重要なリース取引の処理方

法 

同左 

 (ヘ）消費税等の会計処理方法 

 税抜方式を採用しており

ます。 

(ヘ）消費税等の会計処理方法 

同左 

(ヘ）消費税等の会計処理方法 

同左 

４．（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、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヵ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなりま

す。 

同左 同左 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税金等調整

前中間純損失は321百万円増加しておりま

す。 

  なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。 

───── 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（法人事業税における外形標準課税部分の表

示について） 

 実務対応報告第12号「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」（企業会計基準委員

会（平成16年２月13日））が公表されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から同実務対応

報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び

資本割12百万円を販売費及び一般管理費とし

て処理しております。 

───── （法人事業税における外形標準課税部分の表

示について） 

 実務対応報告第12号「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」（企業会計基準委員

会（平成16年２月13日））が公表されたこと

に伴い、当連結会計年度から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本

割21百万円を販売費及び一般管理費として処

理しております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

（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末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

    2,743 百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

          2,839百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

          2,785百万円 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次の通りであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次の通りであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次の通りであります。 

販売手数料   81百万円

給与手当 178 

役員退職引当金繰入額 7 

賞与引当金繰入額 49 

研究開発費 213 

貸倒引当金繰入額 2 

販売手数料     34百万円

給与手当 160 

役員退職引当金繰入額 2 

賞与引当金繰入額 38 

研究開発費 233 

貸倒引当金繰入額 11 

販売手数料    114百万円

給与手当 391 

役員退職引当金繰入額 14 

賞与引当金繰入額 38 

研究開発費 543 

    

※２    ───── ※２  減損損失 

   当中間連結会計期間において、当社グ 

  ループは以下の資産について減損損失を 

    計上いたしました。 

 当社グループは、他の資産又は資産グル

ープのキャッシュ・フローから概ね独立し

たキャッシュ・フローを生み出す最小の単

位に拠って資産をグループ化して減損の検

討を行っております。 

 その結果、上記の資産については、それ

ぞれ遊休状態にあり将来の用途が定まって

いないため、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（321百万

円）として特別損失に計上いたしました。 

 なお、回収可能価額については、不動産

鑑定評価額を基準とした正味売却価額によ

り測定しております。 

場所 用途 種類 

 東京都武蔵村山市 遊休資産 土地 

 長野県伊那市 遊休資産 土地 

※２     ───── 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成16年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） （平成17年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,656百万円

有価証券勘定 1,351 

３ヵ月超の定期預金 △73 

３ヵ月超の有価証券 △908 

現金及び現金同等物 2,025 

現金及び預金勘定 1,095百万円

有価証券勘定 2,736 

３ヵ月超の定期預金 △112 

３ヵ月超の有価証券 △2,191 

現金及び現金同等物 1,527 

現金及び預金勘定 2,267百万円

有価証券勘定 1,839 
３ヵ月超の定期預金 △101 
３ヵ月超の有価証券 △1,494 

現金及び現金同等物 2,510 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相 当 額 

減価償却
累 計 額 
相 当 額 

中間期末
残  高
相 当 額

工具器具
備  品 

百万円 
14 

百万円 
1 

百万円 
13 

合 計 14 1 13 

 
取得価額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

中間期末
残  高
相 当 額

工具器具
備  品 

百万円 
14 

百万円 
4 

百万円 
10 

合 計 14 4 10 

 
取得価額
相 当 額 

減価償却
累 計 額 
相 当 額 

期  末
残  高
相 当 額

工具器具
備  品

百万円 
14 

百万円 
2 

百万円 
11 

合 計 14 2 11 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

（注）      同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

1年内  2百万円

1年超 10 

合 計 13 

1年内   2百万円

1年超 7 

合 計 10 

1年内   2百万円

1年超 8 

合 計 11 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注）      同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1 

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1 

支払リース料  2百万円

減価償却費相当額 2 

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 



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間末）（平成16年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注） 減損処理にあたっては、中間連結会計期間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、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た額について減損処理を行っております。なお、当中間連結会計期間において、該当事項はありません。 

（当中間連結会計期間末）（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注） 減損処理にあたっては、中間連結会計期間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、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た額について減損処理を行っております。なお、当中間連結会計期間において、該当事項はありません。 

 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 230 415 185 

債券 703 700 △3 

その他 747 795 47 

合計 1,682 1,912 229 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

フリーファイナンシャルファンド等 45 

コマーシャルペーパー 299 

非上場債券 1,290 

合計 1,635 

 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 230 656 426 

債券 1,202 1,196 △6 

その他 737 815 78 

合計 2,170 2,668 498 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

フリーファイナンシャルファンド等 45 

コマーシャルペーパー 599 

非上場債券 2,396 

合計 3,041 



（前連結会計年度末）（平成17年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注） 減損処理にあたっては、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、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。なお、当連結会計年度において、該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年４月１

日 至平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 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 230 510 279 

債券 609 606 △3 

その他 1,019 1,088 69 

合計 1,859 2,205 346 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

フリーファイナンシャルファンド等 45 

コマーシャルペーパー 599 

非上場債券 1,598 

合計 2,242 



（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16年４月１日 至平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年４月

１日 至平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）において、当

社グループは、半導体検査機器の専門メーカーとして、同一セグメントに属するハンドラ・テスタ及びパーツ

等の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

(1)北米……………アメリカ 

(2)アジア…………マレーシア・中国 

(3)ヨーロッパ……フランス 

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

(1)北米……………アメリカ 

(2)アジア…………マレーシア・中国 

(3)ヨーロッパ……フランス 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
アジア 
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高 
3,302 203 20 38 3,564 － 3,564 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
151 2 107 28 290 (290) － 

計 3,453 206 127 67 3,855 (290) 3,564 

営業費用 2,905 198 51 61 3,216 (293) 2,922 

営業利益 548 7 76 6 638 2 641 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
アジア 
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高 
1,489 271 14 21 1,798 － 1,798 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
141 11 36 6 195 (195) － 

計 1,630 283 51 28 1,993 (195) 1,798 

営業費用 1,791 253 46 42 2,133 (205) 1,927 

営業利益又は営業損失

(△) 
△160 30 4 △14 △139 9 △129 



前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

(1)北米……………アメリカ 

(2)アジア…………マレーシア・中国 

(3)ヨーロッパ……フランス 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

(1)北米……………アメリカ 

(2)アジア…………中国・マレーシア 

(3)ヨーロッパ……フランス 

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

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

(1)北米……………アメリカ 

(2)アジア…………中国・マレーシア 

(3)ヨーロッパ……フランス 

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

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
アジア 
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高 
5,039 472 34 64 5,612 － 5,612 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
293 7 142 34 477 (477) － 

計 5,333 480 177 99 6,089 (477) 5,612 

営業費用 4,892 431 102 115 5,542 (484) 5,057 

営業利益又は営業損失

（△） 
440 48 74 △15 547 7 554 

 北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 259 1,925 178 2,364 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 3,564 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
7.3 54.0 5.0 66.3 

 北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 271 814 62 1,148 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 1,798 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
15.1 45.3 3.5 63.9 



前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

(1)北米……………アメリカ 

(2)アジア…………中国・マレーシア 

(3)ヨーロッパ……イタリア 

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

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りでありま

す。 

 北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 528 2,758 232 3,519 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 5,612 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
9.4 49.2 4.1 62.7 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 2,292.65円

１株当たり中間純利益  115.18円

１株当たり純資産額 2,223.89円

１株当たり中間純損失     54.13円

１株当たり純資産額 2,276.11円

１株当たり当期純利益     87.29円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため、記載してお

りません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（百万円） 
656 △305 527 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 32 

 （うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (32) 

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は普通株式に係る中間純損失（△）

（百万円） 

656 △305 495 

期中平均株式数（千株） 5,699 5,651 5,677 



（重要な後発事象） 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間末 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  当社は、資産の効率化を図るため、

固定資産の譲渡を行いました。 

 

──────  （1）譲渡資産の内容 

    遊休土地 45,458.39㎡ 

 （2）所在地 

    長野県伊那市大字西箕輪2640番

   地他 

 （3）譲渡先名称 

    伊那市土地開発公社 

 （4）譲渡日 

    平成17年10月24日 

 （5）譲渡価額 

    536百万円 

 当連結会計年度において固定資産売

却益140百万円を特別利益として計上

する予定であります。 

────── 



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16年9月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年9月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  1,289   635   1,861   

２ 受取手形  262   164   155   

３ 売掛金  2,845   1,269   1,578   

４ 有価証券  1,351   2,736   1,839   

５ たな卸資産  1,208   1,186   1,094   

６ 繰延税金資産  111   196   105   

７ その他 ※２ 75   62   101   

貸倒引当金  △10   △16   △5   

流動資産合計   7,134 51.7  6,234 47.4  6,730 49.2

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1）建物  842   791   816   

(2）土地  2,804   2,482   2,804   

(3）その他  200   154   174   

計  3,847   3,428   3,794   

２ 無形固定資産           

(1）ソフトウェア  56   30   44   

(2）その他  7   4   4   

計  63   35   48   

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券  2,196   2,974   2,609   

(2）繰延税金資産  78   －   27   

(3）その他  475   488   469   

貸倒引当金  △8   △1   △1   

計  2,742   3,460   3,103   

固定資産合計   6,653 48.3  6,924 52.6  6,947 50.8

資産合計   13,788 100.0  13,159 100.0  13,678 100.0

           

 



  
前中間会計期間末 
（平成16年9月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年9月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金  122   150   77   

２ 未払法人税等  18   16   32   

３ 賞与引当金  188   166   151   

４ その他  438   249   460   

流動負債合計   767 5.5  582 4.4  721 5.3

Ⅱ 固定負債           

１ 長期未払金  －   162   －   

２ 役員退職引当金  152   －   159   

３ 退職給付引当金  217   166   210   

４ 繰延税金負債   －   35   －   

固定負債合計   369 2.7  364 2.8  369 2.7

負債合計   1,137 8.2  946 7.2  1,090 8.0

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,521 18.3  2,521 19.2  2,521 18.4

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  3,370   3,370   3,370   

資本剰余金合計   3,370 24.5  3,370 25.6  3,370 24.6

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  114   114   114   

２ 任意積立金  5,704   5,703   5,704   

３ 中間（当期）未処
分利益  955   367   822   

利益剰余金合計   6,774 49.1  6,184 46.9  6,641 48.6

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   137 1.0  297 2.3  206 1.5

Ⅴ 自己株式   △152 △1.1  △161 △1.2  △152 △1.1

資本合計   12,651 91.8  12,212 92.8  12,587 92.0

負債資本合計   13,788 100.0  13,159 100.0  13,678 100.0

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   3,453 100.0  1,630 100.0  5,333 100.0

Ⅱ 売上原価   2,051 59.4  1,158 71.0  3,274 61.4

売上総利益   1,402 40.6  472 29.0  2,058 38.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   854 24.7  633 38.8  1,618 30.3

営業利益又は営業
損失(△)   548 15.9  △160 △9.8  440 8.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  75 2.1  92 5.6  118 2.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  41 1.2  6 0.4  97 1.9

経常利益又は経常
損失(△)   581 16.8  △74 △4.6  461 8.6

Ⅵ 特別利益 ※３  － －  － －  3 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４,５  6 0.2  321 19.7  6 0.1

税引前中間(当期)
純利益又は税引前
中間純損失(△) 

  574 16.6  △396 △24.3  457 8.6

法人税、住民税及
び事業税  4   4   9   

法人税等調整額  △23 △19 △0.6 △89 △85 △5.2 △12 △3 △0.0

中間(当期)純利益
又は中間純損失
(△) 

  594 17.2  △311 △19.1  460 8.6

前期繰越利益   361   678   361  

中間（当期）未処
分利益   955   367   822  

           



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定) 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定) 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

 時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

製品及び仕掛品 

 個別法に基づく原価法 

(2）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

同左 

 原材料 

移動平均法に基づく原価法 

  

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）について

は定額法） 

 ただし、耐用年数について

は、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっておりま

す。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

 定額法 

 ただし、ソフトウェア（自

社利用分）については、社内

における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権等の貸倒による損失に

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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員賞与の支払に備える

ため将来の支給見込額のうち

当中間会計期間の負担額を計

上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員賞与の支払に備える

ため将来の支給見込額のうち

当事業年度の負担額を計上し

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、当中間会計期間末にお

ける退職給付債務及び年金資

産に基づき計上しておりま

す。 

 なお、会計基準変更時差異

(105百万円）については、15

年による按分額を戻入処理し

ております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産に

基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

(105百万円）については、15

年による按分額を戻入処理し

ております。 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

追加情報 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (4）役員退職引当金 

 役員退職時の退職金の支払

に備えるため役員退職慰労金

規程による算定額の全額を計

上しております。 

(4）役員退職引当金 

───── 

(追加情報）  

  役員退職時の退職金の支払に

備えるため、役員退職慰労金規

程による算定額の全額を計上し

ておりましたが、経営改革の一

環として平成17年６月29日開催

の定時株主総会終結の時をもっ

て、役員退職慰労金制度を廃止

いたしました。なお、当該株主

総会までの期間に対する役員退

職慰労金相当額は、長期未払金

として表示しております。 

(4）役員退職引当金 

 役員退職時の退職金の支払

に備えるため役員退職慰労金

規程による算定額の全額を計

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方法

によっております。 

同左 同左 

５．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成の基本

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。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

消費税等の会計処理方法 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これにより税引前中間純損失

は321百万円増加しております。 

  なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。 

───── 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（法人事業税における外形標準課税部分の表

示について） 

実務対応報告第12号「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（企業会計基

準委員会（平成16年２月13日））が公表さ

れたことに伴い、当中間会計期間から同実

務対応報告に基づき、法人事業税の付加価

値割及び資本割12百万円を販売費及び一般

管理費として処理しております。 

────── （法人事業税における外形標準課税部分の表

示について） 

実務対応報告第12号「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（企業会計基

準委員会（平成16年２月13日））が公表さ

れたことに伴い、当事業年度から同実務対

応報告に基づき、法人事業税の付加価値割

及び資本割21百万円を販売費及び一般管理

費として処理しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

     2,639百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

          2,737百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

     2,693百万円 

※２ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２ ───── 

  

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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

受取利息 0百万円

受取配当金 8 

有価証券利息 29 

為替差益 31 

受取利息  0百万円

受取配当金 10 

有価証券利息 46 

為替差益 14 

投資有価証券売却益 14 

受取利息   0百万円

受取配当金 33 

有価証券利息 56 

為替差益 17 

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

たな卸資産評価損  15百万円

たな卸資産廃棄損 15 

単元株式変更費用 7 

たな卸資産評価損   1百万円

たな卸資産廃棄損 3 

    

たな卸資産評価損  49百万円

たな卸資産廃棄損 34 

単元株式変更費用 8 

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

  貸倒引当金戻入額    3百万円

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 

ゴルフ会員権評価損   6百万円 減損損失  321百万円 ゴルフ会員権評価損   6百万円

※５     ───── ※５  減損損失 

   当中間会計期間において、以下の資産 

  について減損損失を計上いたしました。 

 当社は、他の資産又は資産グループのキ

ャッシュ・フローから概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位に拠っ

て資産をグループ化して減損の検討を行っ

ております。 

 その結果、上記の資産については、それ

ぞれ遊休状態にあり将来の用途が定まって

いないため、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（321百万

円）として特別損失に計上いたしました。 

 なお、回収可能価額については、不動産

鑑定評価額を基準とした正味売却価額によ

り測定しております。 

場所 用途 種類 

 東京都武蔵村山市 遊休資産 土地 

 長野県伊那市 遊休資産 土地 

※５      ───── 

 ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額 

有形固定資産  60百万円

無形固定資産 20 

有形固定資産   49百万円

無形固定資産 13 

有形固定資産  123百万円

無形固定資産 38 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相 当 額 

減価償却
累 計 額 
相 当 額 

中間期末
残  高
相 当 額

その他 
(工具器 
具備品) 

百万円 
14 

百万円 
1 

百万円 
13 

合 計 14 1 13 

 
取得価額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

中間期末
残  高
相 当 額

その他 
(工具器 
具備品) 

百万円 
14 

百万円 
4 

百万円 
10 

合 計 14 4 10 

 
取得価額
相 当 額 

減価償却
累 計 額 
相 当 額 

期  末
残  高
相 当 額

工具器具
備  品

百万円 
14 

百万円 
2 

百万円 
11 

合 計 14 2 11 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

（注）      同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

1年内  2百万円

1年超 10 

合 計 13 

1年内   2百万円

1年超 7 

合 計 10 

1年内   2百万円

1年超 8 

合 計 11 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注）      同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料  1百万円

減価償却費相当額 1 

支払リース料   1百万円

減価償却費相当額 1 

支払リース料  2百万円

減価償却費相当額 2 

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 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りでありま

す。 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 2,236.64円

１株当たり中間純利益   104.25円

１株当たり純資産額  2,161.73円

１株当たり中間純損失     55.14円

１株当たり純資産額 2,219.68円

１株当たり当期純利益 75.52円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため、記載してお

りません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

   

 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（百万円） 
594 △311 460 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 32 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (32) 

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は普通株式に係る中間純損失（△）

（百万円） 

594 △311 428 

期中平均株式数（千株） 5,699 5,651 5,677 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  当社は、資産の効率化を図るため、

固定資産の譲渡を行いました。 

 

──────  （1）譲渡資産の内容 

    遊休土地 45,458.39㎡ 

 （2）所在地 

    長野県伊那市大字西箕輪2640番

   地他 

 （3）譲渡先名称 

    伊那市土地開発公社 

 （4）譲渡日 

    平成17年10月24日 

 （5）譲渡価額 

    536百万円 

 当事業年度の損益計算書において固

定資産売却益140百万円を特別利益と

して計上する予定であります。 

────── 



(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37期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月29日関東財務局長に提出 

（2）自己株券買付状況報告書 

   報告期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年３月31日）  平成17年４月４日関東財務局長に提出 

   報告期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年４月30日）  平成17年５月６日関東財務局長に提出 

    報告期間（自 平成17年５月１日 至 平成17年５月31日）  平成17年６月８日関東財務局長に提出 

   報告期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年６月30日）  平成17年７月11日関東財務局長に提出 

   報告期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年７月31日）  平成17年８月５日関東財務局長に提出 

   報告期間（自 平成17年８月１日 至 平成17年８月31日）  平成17年９月８日関東財務局長に提出 

   報告期間（自 平成17年９月１日 至 平成17年９月30日）  平成17年10月７日関東財務局長に提出 

   報告期間（自 平成17年10月１日 至 平成17年10月31日）  平成17年11月７日関東財務局長に提出 

   報告期間（自 平成17年11月１日 至 平成17年11月30日）  平成17年12月８日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成16年12月24日

株式会社 テセック   

 取締役会 御中   

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 宮  直仁  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 舛川 博昭  印 

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

社テセックの平成16年４月１日から平成17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16年４月１日から平

成16年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金

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

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

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

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

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

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

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

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

に準拠して、株式会社テセック及び連結子会社の平成16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16年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

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

以上

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月22日

株式会社 テセック   

 取締役会 御中   

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 舛川 博昭  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 佐藤 由紀雄 印 

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

社テセックの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から平

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

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

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

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

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

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

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

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

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

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

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

を表示しているものと認める。 

 追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間から

「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14

年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基

準適用指針第６号)を適用して中間連結財務諸表を作成している。 

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

以上

 ※ 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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成16年12月24日

株式会社 テセック   

 取締役会 御中   

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 宮  直仁  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 舛川 博昭  印 

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

社テセックの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第37期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１日から平成

16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

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

とにある。 

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

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

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

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

基礎を得たと判断している。 

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

て、株式会社テセックの平成16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16年４月１日か

ら平成16年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

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

以上

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月22日

株式会社 テセック   

 取締役会 御中   

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 舛川 博昭  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 佐藤 由紀雄 印 

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

社テセックの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成

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

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

とにある。 

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

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

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

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

基礎を得たと判断している。 

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

て、株式会社テセックの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日か

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

 追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９

日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号)を適用して中間財務諸表を作成している。 

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

以上

 ※ 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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	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
	(3）発行済株式総数、資本金等の状況
	(4）大株主の状況
	(5）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	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
	②中間連結損益計算書
	③中間連結剰余金計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2）その他

	２中間財務諸表等
	(1）中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書

	(2）その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/46
	pageform2: 2/46
	form1: EDINET提出書類  2005/12/22 提出
	form2: 株式会社テセック(359189)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/46
	pageform4: 4/46
	pageform5: 5/46
	pageform6: 6/46
	pageform7: 7/46
	pageform8: 8/46
	pageform9: 9/46
	pageform10: 10/46
	pageform11: 11/46
	pageform12: 12/46
	pageform13: 13/46
	pageform14: 14/46
	pageform15: 15/46
	pageform16: 16/46
	pageform17: 17/46
	pageform18: 18/46
	pageform19: 19/46
	pageform20: 20/46
	pageform21: 21/46
	pageform22: 22/46
	pageform23: 23/46
	pageform24: 24/46
	pageform25: 25/46
	pageform26: 26/46
	pageform27: 27/46
	pageform28: 28/46
	pageform29: 29/46
	pageform30: 30/46
	pageform31: 31/46
	pageform32: 32/46
	pageform33: 33/46
	pageform34: 34/46
	pageform35: 35/46
	pageform36: 36/46
	pageform37: 37/46
	pageform38: 38/46
	pageform39: 39/46
	pageform40: 40/46
	pageform41: 41/46
	pageform42: 42/46
	pageform43: 43/46
	pageform44: 44/46
	pageform45: 45/46
	pageform46: 46/46


