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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 金額は消費税等を含んでいない。 

２ 「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」は潜在株式がないため記載をしていない。 

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

売上高 (百万円) 38,988 40,935 57,641 70,096 90,792 

経常利益 (百万円) 1,738 3,995 11,535 3,226 11,711 

中間（当期）純利益 (百万円) 1,573 4,529 7,008 1,655 11,264 

純資産額 (百万円) 71,996 77,572 92,196 71,965 86,543 

総資産額 (百万円) 105,713 108,491 129,603 106,532 123,889 

１株当たり純資産額 (円) 1,472.36 1,586.48 1,885.70 1,471.77 1,768.79 

１株当たり中間（当

期）純利益 
(円) 32.17 92.64 143.34 33.86 229.15 

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 (％) 68.1 71.5 71.1 67.6 69.9 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
(百万円) 2,794 1,564 16,806 4,522 5,515 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
(百万円) △2,375 △1,061 △1,592 △4,062 △2,398 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
(百万円) 611 △942 △5,070 2,222 3,022 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

(百万円) 14,755 16,149 33,305 16,150 23,074 

従業員数 

（ほか平均臨時雇用

者数） 

(人) 
1,721 

(269) 

1,818 

(304) 

1,976 

(313) 

1,757 

(278) 

1,889 

(310) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 金額は消費税等を含んでいない。 

２ 「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」は潜在株式がないため記載をしていない。 

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

売上高 (百万円) 35,773 38,927 54,053 64,963 84,344 

経常利益 (百万円) 1,230 3,472 10,427 2,422 10,599 

中間（当期）純利益 (百万円) 1,157 4,537 5,977 1,173 11,260 

資本金 (百万円) 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 

発行済株式総数 (株) 48,911,874 48,911,874 48,911,874 48,911,874 48,911,874 

純資産額 (百万円) 56,772 62,034 75,043 57,077 70,496 

総資産額 (百万円) 89,242 91,046 109,922 89,978 104,829 

１株当たり純資産額 (円) 1,161.02 1,268.70 1,534.86 1,167.28 1,440.58 

１株当たり中間（当

期）純利益 
(円) 23.68 92.80 122.26 24.00 229.06 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

(円) ― ― ― ― ― 

１株当たり配当額 (円) 7.50 7.50 12.50 15.00 17.50 

自己資本比率 (％) 63.6 68.1 68.3 63.4 67.2 

従業員数 (人) 1,363 1,434 1,590 1,390 1,502 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更はな

い。 

 また、関係会社についても異動はない。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、関係会社の異動はない。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社における状況 

 （注）１ 「従業員数」は、当グループから当グループ外への出向者を除き、当グループ外から当グループへの出向者

を含む就業人員である。 

２ 「従業員数」の括弧内は、臨時従業員の当中間連結会計期間平均雇用人員であり外書である。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 「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る。 

(3）労働組合の状況 

 当社の労働組合は、富士機械労働組合と称し、上部団体に加盟をしていない。また、組合員数は1,275人で現在

までの労使関係は極めて円満に推移している。 

 なお、連結子会社には労働組合はない。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

電子部品組立機事業 
1,170 

(201) 

工作機械事業 
552 

(65) 

液晶関連事業 71 

その他の事業 
95 

(45) 

全社（共通） 
88 

(2) 

合計 
1,976 

(313) 

従業員数（人） 1,590 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間のわが国の経済は、原油・原材料の価格高騰による影響が懸念されたものの、企業業績の改

善や設備投資の増加、個人消費の回復に支えられ堅調に推移した。また、米国経済は底堅く推移し、アジア経済は

成長基調で推移した。 

このような環境のなかで、当グループは「高収益体質実現に向け、更なる改革の推進」を経営の基本方針に掲

げ、グローバル市場に受け入れられる製品開発への挑戦、資材調達力及び増産体制の強化等を進めてきた。 

この結果、当中間連結会計期間における売上高は、前中間連結会計期間と比較し、16,706百万円（40.8％）増の

57,641百万円となった。利益については、前中間連結会計期間と比較し、営業利益は7,668百万円（204.2％）増の

11,422百万円、経常利益は7,539百万円（188.7％）増の11,535百万円、中間純利益は2,478百万円（54.7％）増の

7,008百万円となった。 

  

① 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

電子部品組立機事業 

携帯電話、ノート型パソコン及びデジタル家電の需要の拡大により、大手携帯電話メーカー、大手ＥＭＳ（電

子機器受託生産企業）、ＯＤＭ（設計、製造受託企業）を中心とした旺盛な設備投資需要に支えられ、同業他

社との厳しい技術・コスト競争が激化するなか、当社の主力製品であるＮＸＴ（モジュール型高速多機能装着

機）の販売が期初予想を大幅に上回り、前中間連結会計期間と比較し、売上高は16,345百万円（55.9％）増の

45,601百万円、営業利益は生産効率化等の効果もあり、7,453百万円（196.4％）増の11,248百万円となった。

  

工作機械事業 

自動車業界の設備導入時期の計画調整等の影響により需要が伸び悩んだもののＶＡ・ＣＤを推進させたことに

より、前中間連結会計期間と比較し、売上高は430百万円（4.3％）減の9,633百万円、営業利益は25百万円

（2.7％）増の987百万円となった。 

  

液晶関連事業 

当事業を縮小したなかで、国内最大手液晶メーカーからの強い要求により、携帯電話等に使用している中小型

液晶パネルの製造設備である既存製品への需要が高まったことと、生産性の向上をさせコスト削減を進めたこ

とにより、前中間連結会計期間と比較し、売上高は596百万円（57.1％）増の1,640百万円、営業利益は1百万

円（前年同期：営業損失317百万円）となった。 

  

その他の事業 

主に制御機器製造、電子基板受託生産及びソフトウェア開発であり、前中間連結会計期間と比較し、売上高は

195百万円（34.3％）増の765百万円、営業利益は118百万円（502.3％）増の142百万円となった。 

  

② 所在地別セグメントの業績は、次のとおりである。 

日本 

国内経済は、原油・原材料の価格高騰による影響が懸念されたものの、企業業績の改善や設備投資の増加、個

人消費の回復に支えられ堅調に推移したことから、前中間連結会計期間と比較し、売上高は12,671百万円

（37.4％）増の46,580百万円、営業利益は7,500百万円（177.7％）増の11,721百万円となった。 

  

北アメリカ 

景況は底堅く推移したことから、前中間連結会計期間と比較し、売上高は1,160百万円（25.0％）増の5,803百

万円となったものの、営業利益は56百万円（20.1％）減の224百万円となった。 

  

ヨーロッパ 

景気が回復してきていることから、前中間連結会計期間と比較し、売上高は2,951百万円（133.8％）増の

5,158百万円、営業利益は196百万円（125.6％）増の353百万円となった。 

  

アジア 

主要取引先である自動車業界の設備導入時期の計画調整もあり、前中間連結会計期間と比較し、売上高は77百

万円（43.6％）減の100百万円、営業損失は6百万円（前年同期：営業損失4百万円）となった。 

  

(注) 金額は消費税等を含んでいない。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末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、営業活動による

キャッシュ・フローの増加が投資活動によるキャッシュ・フローと財務活動によるキャッシュ・フローの減少の合

計を上まわり、前中間連結会計期間末と比較して17,156百万円（106.2％）増の33,305百万円となった。 

なお、これには当中間連結会計期間における資金の換算差額のプラスの影響額86百万円が含まれている。 

  

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

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は16,806百万円（前年同期：1,564百万円）となった。これは主に、税金等調

整前中間純利益の増加、売上債権の減少等のプラス要因が、たな卸資産の増加等のマイナス要因を上まわっ

たことによるものである。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は1,592百万円（前年同期：△1,061百万円）となった。これは主に有形及び無

形固定資産の取得によるものである。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は5,070百万円（前年同期：△942百万円）となった。これは主に長期借入金の

返済による支出等によるものである。 



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を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注） 金額は販売価格であり、消費税等を含んでいない。 

(2）受注実績 

 当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注） 金額は消費税等を含んでいない。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１ 金額は消費税等を含んでいない。 

２ 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 

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円） 前年同期比（％） 

電子部品組立機事業 44,910 +58.2 

工作機械事業 10,473 △1.9 

液晶関連事業 1,901 +65.4 

その他の事業 1,578 +54.4 

合計 58,863 +42.7 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 
受注残高 
（百万円） 

前年同期比（％） 

電子部品組立機事業 43,607 +50.4 9,640 +46.6 

工作機械事業 8,275 △36.9 7,615 △28.7 

液晶関連事業 1,862 +110.0 804 +168.7 

その他の事業 751 +24.9 94 △25.4 

合計 54,497 +25.0 18,155 +2.7 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同期比（％） 

電子部品組立機事業 45,601 +55.9 

工作機械事業 9,633 △4.3 

液晶関連事業 1,640 +57.1 

その他の事業 765 +34.3 

合計 57,641 +40.8 

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（％） 

アッセンテック インターナシ

ョナル カンパニーリミテッド

（中国） 

5,383 13.2 8,096 14.0 

双日㈱ 4,362 10.7 ― ― 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた課題はない。

４【経営上の重要な契約等】 

 特に記載すべき事項はない。 

５【研究開発活動】 

 当グループの研究開発活動は、世界の先進の顧客が求める最先端の自動化装置、システムの研究開発にたゆまぬ努

力を続けている。 

 研究開発活動は当社にて集中的に行っている。当中間連結会計期間においては、各セグメントの研究開発活動はセ

グメントごとに実施し、各セグメントに属さない研究開発活動を技術開発センターが行っている。 

 当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、1,977百万円である。なお、研究開発費の総額には、技術開発センタ

ーで行っている各セグメントに配分できない研究費用105百万円が含まれている。 

 事業の種類別セグメントの研究開発活動を示すと、次のとおりである。 

電子部品組立機事業 

高い生産性と多品種少量生産を両立させたモジュール型高速多機能装着機ＮＸＴの更なる機能向上ならびに新製品

の開発等に努めている。 

研究開発費の金額は、1,600百万円である。 

  

工作機械事業 

シャフト加工用旋盤の開発等に努めている。 

研究開発費の金額は、193百万円である。 

  

液晶関連事業 

研究開発費の金額は僅少のため、内容についての記載は省略している。 

  

その他の事業 

研究開発活動は行っていない。 

  

（金額は消費税等を含んでいない。） 



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ない。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備計画の変更 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はない。 

(2）重要な設備計画の完了 

 前連結会計年度末に計画していた重要な設備の新設等のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとお

りである。 

 （注）１ 本設備計画の完了により生産能力は平成18年３月末に比較して若干増加している。 

２ 金額は消費税等を含んでいない。 

(3）重要な設備の新設等 

 特に記載すべき事項はない。 

(4）重要な設備の除却等 

 特に記載すべき事項はない。 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグメ
ントの名称 

設備の内容 
投資額 
（百万円） 

完了年月 

提出会社 

本社及び本社工場 

(愛知県知立市) 

電子部品組立機事

業、液晶関連事業、

その他の事業、全社

(共通) 

工具器具及び備品等 705 平成18年９月 

藤岡工場 

(愛知県豊田市) 
工作機械事業 機械及び装置等 253 平成18年９月 

岡崎工場 

(愛知県岡崎市) 

電子部品組立機事

業、その他の事業 
機械及び装置等 348 平成18年９月 



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】 

 該当事項はない。 

(3）【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 195,000,000 

計 195,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月26日） 

上場証券取引所名 内容 

普通株式 48,911,874 48,911,874 
名古屋証券取引所 

（市場第一部） 
― 

計 48,911,874 48,911,874 ― ― 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成18年４月１日～

平成18年９月30日 
― 48,911 ― 5,878 ― 5,413 



(4）【大株主の状況】 

 （注）１ 千株未満の端数は切捨てて表示している。 

２ 平成15年10月28日付でスプラスグローブ・インベストメント・マネジメント・リミテッドから大量保有報告

書が関東財務局に提出されており、平成13年７月18日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受

けているが、当社として当中間会計期間末の実質所有株式数の確認ができないので上記「大株主の状況」に

は含めていない。 

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりである。 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

大同生命保険株式会社 

常任代理人日本トラスティ・サ

ービス信託銀行株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,342 6.83 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 3,239 6.62 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,189 6.52 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 2,440 4.99 

有限会社サカガミ 名古屋市中区富士見町512番地 1,200 2.45 

ステートストリートバンクアン

ドトラストカンパニー505019 

常任代理人株式会社みずほコー

ポレート銀行兜町証券決済業務

室 

東京都中央区日本橋兜町６番７号 1,108 2.27 

野村信託銀行株式会社（投信

口） 
東京都千代田区大手町２丁目２番２号 878 1.80 

メロンバンクトリーティークラ

イアンツオムニバス 

常任代理人香港上海銀行東京支

店 

東京都中央区日本橋３丁目11番１号 841 1.72 

株式会社名古屋銀行 名古屋市中区錦３丁目19番17号 777 1.59 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 741 1.52 

計 ― 17,758 36.31 

氏名又は名称 住所 
保有株式数 
（千株） 

株式保有割合 
（％） 

スプラスグローブ・インベス

トメント・マネジメント・リ

ミテッド 

カナダ国 オンタリオ州 トロン

ト スイート 1300 ユニバーシ

ティ アベニュー 181 

3,560 7.28 



３ 平成18年８月15日付で株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから大量保有報告書にかかる変更報告

書が関東財務局に提出されており、平成18年７月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の

報告を受けているが、当社として当中間会計期間末の実質所有株式数の確認ができないので上記「大株主の

状況」には含めていない。 

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりである。 

４ 平成18年10月12日付でモルガン・スタンレー証券株式会社及び共同保有者である７社から大量保有報告書が

関東財務局に提出されており、平成18年９月30日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告

を受けているが、当社として当中間会計期間末の実質所有株式数の確認ができないので上記「大株主の状

況」には含めていない。 

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりである。 

氏名又は名称 住所 
保有株式数 
（千株） 

株式保有割合 
（％） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
東京都千代田区丸の内２丁目７番

１号 
2,440 4.99 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
東京都千代田区丸の内１丁目４番

５号 
887 1.81 

三菱ＵＦＪ証券株式会社 
東京都千代田区丸の内２丁目４番

１号  
11 0.02 

三菱ＵＦＪ投信株式会社 
東京都千代田区丸の内１丁目４番

５号  
7 0.02 

計 ― 3,346 6.84 

氏名又は名称 住所 
保有株式数 
（千株） 

株式保有割合 
（％） 

モルガン・スタンレー証券株

式会社 

東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３

号 
60 0.12 

モルガン・スタンレー・アン

ド・カンパニー・インコーポ

レーテッド 

1585 Broadway, New York, NY 

10036 
351 0.72 

モルガン・スタンレー・アン

ド・カンパニー・インターナ

ショナル・リミテッド 

25 Cabot Square Canary  

Wharf London E14 4QA U.K. 
183 0.38 

エムエスディーダブリュ・エ

クイティー・ファイナンス・

サービセズＩ（ケイマン）・

リミテッド 

c/o M&C Corporate Services 

Limited P.O. Box 309GT  

Ugland House, South Church  

Street George Town,  

Grand Cayman 

161 0.33 

エムエスディーダブリュ・エ

クイティー・ファイナンシン

グ・サービセズ（ルクス）エ

ス・アー・エール・エル 

8-10 rue Mathias Hardt,  

L-1717 Luxembourg 
161 0.33 

モルガン・スタンレー・イン

ベストメント・マネジメン

ト・リミテッド 

25 Cabot Square Canary  

Wharf London E14 4QA U.K. 
803 1.64 

モルガン・スタンレー・アセ

ット・マネジメント投信株式

会社 

東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３

号 
467 0.96 

モルガン・スタンレー・イン

ベストメント・マネジメン

ト・インク 

1221 Avenue of the  

Americas, New York, NY  

10020, USA 

498 1.02 

計 ― 2,686 5.49 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式（その他）」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式2,500株（議決権25個）及び

名義人以外から株券喪失登録のあった株式1,000株（議決権10個）を含めている。 

２ 「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式69株を含めている。 

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） 株価は、名古屋証券取引所市場第一部におけるものである。 

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、役員の異動はない。 

 なお、執行役員について以下の異動があった。 

退任執行役員 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式     19,100 
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 48,823,600 488,236 ― 

単元未満株式 普通株式     69,174 ― 
一単元（100株）未満

の株式 

発行済株式総数          48,911,874 ― ― 

総株主の議決権 ― 488,236 ― 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式）           

富士機械製造株式

会社 

愛知県知立市山町

茶碓山19番地 
19,100 ― 19,100 0.0 

計 ― 19,100 ― 19,100 0.0 

月別 平成18年４月 平成18年５月 平成18年６月 平成18年７月 平成18年８月 平成18年９月 

最高（円） 2,200 2,920 2,950 2,900 2,700 2,420 

最低（円） 2,070 2,135 2,515 2,350 2,355 2,130 

役名 職名 氏名 退任年月日 

執行役員 資材内製加工本部副本部長 佐 川  富 保 平成18年10月１日 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）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（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）は、改正後の中間連結財務諸

表規則に基づいて作成している。 

(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いる。 

 なお、前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）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（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づ

いて作成している。 

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（自 平成17年４月１日 至 平成17年９

月30日）及び前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）の中間連結財務諸表及び中間財務諸

表については、中央青山監査法人により中間監査を受け、当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18

年９月30日）及び当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）の中間連結財務諸表及び中間財

務諸表については、みすず監査法人及び公認会計士宮田晴弘氏により中間監査を受けている。 

 なお、従来から当社が監査証明を受けている中央青山監査法人は、平成18年９月１日に名称を変更し、みすず監査

法人となった。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     16,471 33,696   23,423 

２ 受取手形及び売掛
金 

※１   25,301 28,998   32,110 

３ たな卸資産     28,228 29,061   26,790 

４ 繰延税金資産     3,878 2,710   4,322 

５ その他     886 1,710   1,679 

貸倒引当金     △16 △23   △29 

流動資産合計     74,749 68.9 96,154 74.2   88,297 71.3

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※２         

(1）建物及び構築物   8,953   8,783 8,768   

(2）機械装置及び運
搬具 

  3,590   3,718 3,522   

(3）その他   4,870   4,880 4,827   

有形固定資産合計     17,413 17,382   17,117 

２ 無形固定資産           

(1）ソフトウェア   5,510   3,363 4,463   

(2）その他   21   21 21   

無形固定資産合計     5,532 3,384   4,484 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券   10,043   12,027 13,335   

(2）繰延税金資産   8   18 5   

(3）その他   1,240   1,151 1,163   

貸倒引当金   △496   △516 △514   

投資その他の資産
合計 

    10,795 12,682   13,989 

固定資産合計     33,741 31.1 33,449 25.8   35,591 28.7

資産合計     108,491 100.0 129,603 100.0   123,889 100.0 

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び買掛
金 

    6,593 5,877   4,377 

２ １年内に返済予定
の長期借入金 

    5,148 1,933   5,453 

３ 未払法人税等     260 2,737   649 

４ 製品保証引当金     1,150 1,829   1,570 

５ その他     4,365 8,325   6,188 

流動負債合計     17,519 16.1 20,703 16.0   18,239 14.7

Ⅱ 固定負債           

１ 社債     ― 5,000   5,000 

２ 長期借入金     11,071 9,162   10,207 

３ 繰延税金負債     1,039 1,860   2,752 

４ 退職給付引当金     1,288 679   1,145 

固定負債合計     13,399 12.4 16,703 12.9   19,105 15.4

負債合計     30,919 28.5 37,406 28.9   37,345 30.1

            

（少数株主持分）           

少数株主持分     ― ― ― ―   ― ―

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     5,878 5.4 ― ―   5,878 4.7

Ⅱ 資本剰余金     5,413 5.0 ― ―   5,413 4.4

Ⅲ 利益剰余金     61,391 56.6 ― ―   67,759 54.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    3,175 2.9 ― ―   5,284 4.3

Ⅴ 為替換算調整勘定     1,732 1.6 ― ―   2,229 1.8

Ⅵ 自己株式     △18 △0.0 ― ―   △22 △0.0

資本合計     77,572 71.5 ― ―   86,543 69.9

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    108,491 100.0 ― ―   123,889 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本             

１ 資本金     ― ― 5,878 4.5   ― ―

２ 資本剰余金     ― ― 5,413 4.2   ― ―

３ 利益剰余金     ― ― 74,218 57.2   ― ―

４ 自己株式     ― ― △26 △0.0   ― ―

株主資本合計     ― ― 85,484 65.9   ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等             

１ その他有価証券評
価差額金 

    ― ― 4,395 3.4   ― ―

２ 為替換算調整勘定     ― ― 2,316 1.8   ― ―

評価・換算差額等合
計 

    ― ― 6,712 5.2   ― ― 

純資産合計     ― ― 92,196 71.1   ― ―

負債純資産合計     ― ― 129,603 100.0   ― ― 

            



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     40,935 100.0 57,641 100.0   90,792 100.0 

Ⅱ 売上原価     30,016 73.3 36,927 64.1   63,121 69.5

売上総利益     10,918 26.7 20,714 35.9   27,670 30.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   7,164 17.5 9,291 16.1   16,197 17.9

営業利益     3,754 9.2 11,422 19.8   11,473 12.6

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   110   156 225   

２ 受取配当金   58   92 75   

３ 賃貸料   42   63 102   

４ 為替差益   111   ― 186   

５ 雑収入   57 380 0.9 75 388 0.7 86 676 0.8

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   77   110 171   

２ 支払手数料   51   120 103   

３ 雑支出   10 139 0.3 45 276 0.5 163 438 0.5

経常利益     3,995 9.8 11,535 20.0   11,711 12.9

Ⅵ 特別利益           

１ 貸倒引当金戻入益   ―   6 ―   

２ 固定資産処分益 ※２ 84   27 147   

３ 投資有価証券売却
益 

  330   ― 330   

４ その他   1 416 1.0 1 35 0.1 38 517 0.6

Ⅶ 特別損失           

１ 貸倒引当金繰入額   479   ― 496   

２ 固定資産処分損 ※２ 419   113 694   

３ 役員退職慰労金   ―   386 ―   

４ その他   ― 898 2.2 9 510 0.9 49 1,241 1.4

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    3,512 8.6 11,060 19.2   10,987 12.1

法人税、住民税及
び事業税 

  237   2,710 944   

法人税等調整額   △1,254 △1,017 △2.5 1,341 4,052 7.0 △1,221 △276 △0.3

中間（当期）純利
益 

    4,529 11.1 7,008 12.2   11,264 12.4

           



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

 中間連結剰余金計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高     5,413 5,413

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    5,413 5,413

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高     57,228 57,228

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１ 中間（当期）純利益   4,529 4,529 11,264 11,264

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 配当金   366 366 733 733

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    61,391 67,759

      



 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）  

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 
         （百万円） 

5,878 5,413 67,759 △22 79,029 

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当（注）     △488   △488 

役員賞与（注）     △60   △60 

中間純利益     7,008   7,008 

自己株式の取得       △4 △4 

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純
額） 

          

中間連結会計期間中の変動額合
計        （百万円） 

― ― 6,459 △4 6,455 

平成18年９月30日残高 
       （百万円） 

5,878 5,413 74,218 △26 85,484 

 評価・換算差額等 

純資産合計 
 

その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日残高 
         （百万円） 

5,284 2,229 7,514 86,543 

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当（注）     △488 

役員賞与（注）     △60 

中間純利益     7,008 

自己株式の取得     △4 

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純
額） 

△889 87 △801 △801 

中間連結会計期間中の変動額合
計        （百万円） 

△889 87 △801 5,653 

平成18年９月30日残高 
       （百万円） 

4,395 2,316 6,712 92,196 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

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

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

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１ 税金等調整前中間
（当期）純利益 

  3,512 11,060 10,987

２ 減価償却費   2,102 2,038 4,229

３ 製品保証引当金の増
加額 

  366 258 782

４ 退職給付引当金の減
少額 

  △193 △466 △336

５ 受取利息及び受取配
当金 

  △168 △249 △300

６ 支払利息   77 110 171

７ 固定資産処分益   △84 △27 △147

８ 固定資産処分損   419 113 694

９ 投資有価証券売却益   △330 ― △330

10 売上債権の増減額
（△は増加） 

  △3,608 3,161 △10,245

11 たな卸資産の増減額
（△は増加） 

  1,854 △2,235 3,388

12 仕入債務の増減額
（△は減少） 

  △3,171 1,424 △5,510

13 未収消費税等の増減
額（△は増加） 

  790 △136 290

14 その他   9 2,222 2,181

小計   1,575 17,275 5,852

15 利息及び配当金の受
取額 

  203 249 336

16 利息の支払額   △77 △110 △154

17 法人税等の支払額   △136 △606 △519

営業活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  1,564 16,806 5,515

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

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

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

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１ 有形及び無形固定資
産の取得による支出 

  △1,713 △1,315 △3,404

２ 有形及び無形固定資
産の売却による収入 

  362 64 690

３ 投資有価証券の取得
による支出 

  △78 △217 △82

４ 投資有価証券の売却
による収入 

  419 3 427

５ 定期預金の預入によ
る支出 

  △126 △141 △243

６ 定期預金の払戻によ
る収入 

  67 99 159

７ その他   6 △84 55

投資活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  △1,061 △1,592 △2,398

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１ 長期借入れの返済に
よる支出 

  △574 △4,577 △1,149

２ 配当金の支払額   △366 △487 △733

３ その他   △1 △4 4,905

財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  △942 △5,070 3,022

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  438 86 785

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） 

  △1 10,230 6,924

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  16,150 23,074 16,150

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  16,149 33,305 23,074

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

㈱マコト工業 

㈱エデックリンセイシステム 

㈱アストロ 

フジ アメリカ コーポレイシ

ョン 

フジ マシン アメリカ コー

ポレイション 

フジ マシン マニュファクチ

ュアリング（ヨーロッパ）ゲー

エムベーハー 

富士機械製造（大連）有限公司 

連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

同左 

連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

同左 

 非連結子会社はない。 非連結子会社はない。 非連結子会社はない。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用しない関連会社の名

称 

フジ ド ブラジル マキナス 

インダストリアルス リミター

ダ 

フジ マシン フィリピン イ

ンコーポレイテッド 

持分法を適用しない関連会社の名

称 

フジ ド ブラジル マキナス 

インダストリアルス リミター

ダ 

持分法を適用しない関連会社の名

称 

同左 

 持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社の中間純損益

及び利益剰余金等の合計額のう

ち持分に見合う額の合計額は、

連結会社の中間純損益及び利益

剰余金等に与える影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性

がないので持分法を適用してい

ない。 

持分法を適用しない理由 

同左 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社の当期純損益

及び利益剰余金等の合計額のう

ち持分に見合う額の合計額は、

連結会社の当期純損益及び利益

剰余金等に与える影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性

がないので持分法を適用してい

ない。 

３ 連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

連結子会社のうち、富士機械製造

（大連）有限公司の中間決算日は

６月30日である。中間連結財務諸

表の作成にあたり、中間連結決算

日現在で実施した仮決算に基づく

中間財務諸表を使用している。な

お、その他の連結子会社の中間決

算日は中間連結決算日と合致して

いる。 

同左 連結子会社のうち、富士機械製造

（大連）有限公司の決算日は12月

31日である。連結財務諸表の作成

にあたり、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使

用している。なお、その他の連結

子会社の事業年度の末日は連結決

算日と合致している。 

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 

有価証券 

その他有価証券 

有価証券 

その他有価証券 

有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格等

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

法により算定している。） 

時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格等

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

均法により算定してい

る。） 

時価のあるもの 

決算末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

により算定している。） 

 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 

 たな卸資産 

主として総平均法及び最終仕入

原価法による原価法 

たな卸資産 

同左 

たな卸資産 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産 

主として定率法 

ただし、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、定額法を採

用している。 

なお、耐用年数及び残存価額に

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い

る。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

 無形固定資産 

定額法 

ただし、ソフトウェアについて

は、市場販売用は見込有効期

間、自社利用は見込利用可能期

間による定額法を採用してい

る。 

無形固定資産 

同左 

無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

中間連結会計期間末に有する債

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

込額を計上することとしてい

る。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

連結会計年度末に有する債権の

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

額を計上することとしている。 

 製品保証引当金 

製品の保証期間に発生する当社

の瑕疵による費用の支出に備え

るため、過去の実績額を基礎と

して経験率を算定し、これを売

上高に乗じた額を計上すること

としている。 

製品保証引当金 

同左 

製品保証引当金 

同左 

 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、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いる。数

理計算上の差異については、発

生の翌連結会計年度に一括費用

処理することとしている。 

退職給付引当金 

同左 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、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

額に基づき計上することとして

いる。数理計算上の差異につい

ては、発生の翌連結会計年度に

一括費用処理することとしてい

る。 

 



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 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(4）重要なヘッジ会計の方

法 

ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているため

特例処理を採用している。 

ヘッジ会計の方法 

同左 

ヘッジ会計の方法 

同左 

 ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ヘッジ対象 

借入金 

  

 ヘッジ方針 

金利変動リスクの低減ならびに

金融収支改善のために行ってい

る。 

ヘッジ方針 

同左 

ヘッジ方針 

同左 

 ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件

を満たしているため、中間決算

日における有効性の判定を省略

している。 

ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件

を満たしているため、決算日に

おける有効性の判定を省略して

いる。 

(5）消費税等の会計処理 税抜方式を採用している。 同左 同左 

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

資金（現金及び現金同等物）は、

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

的投資からなっている。 

同左 同左 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間から「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

計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用している。 

これによる損益に与える影響はない。 

――――――― 

――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等） 

当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用している。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、92,196百万円である。 

なお、当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、中間連

結財務諸表規則の改正にともない、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成している。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度から「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

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

している。 

これによる損益に与える影響はない。 

――――――― 



表示方法の変更 

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

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

（中間連結貸借対照表） 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月

１日より適用となること及び「金融商品会計に関する実

務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月

15日付で改正されたことにともない、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合への出資（証券取引法第２条

第２項により有価証券とみなされるもの）を投資有価証

券として表示する方法に変更した。なお、当該出資の額

は、前中間連結会計期間末では投資その他の資産の「そ

の他」に30百万円、当中間連結会計期間末では「投資有

価証券」に11百万円含めて表示している。 

―――――――― 

  



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） 

番号 
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

番号 
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

番号 
前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ ―――――― ※１ 中間連結会計期間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

している。したがって当中間連結会計

期間末日は金融機関の休日のため、中

間連結会計期間末日満期手形が以下の

科目に含まれている。 

受取手形 157百万円

※１ ―――――― 

※２ 有形固定資産の減価

償却累計額 
23,789百万円

※２ 有形固定資産の減価

償却累計額 
22,944百万円

※２ 有形固定資産の減価

償却累計額 
23,042百万円

※ 受取手形裏書譲渡高 4百万円 ※ ―――――― ※ 受取手形裏書譲渡高 0百万円

番号 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

番号 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

番号 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目は次のとおりである。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目は次のとおりである。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目は次のとおりである。 

  貸倒引当金繰入額 5百万円

製品保証引当金繰入額 569百万円

従業員給料手当 1,669百万円

減価償却費 1,381百万円

研究開発費 918百万円

  製品保証引当金繰入額 700百万円

従業員給料手当 1,942百万円

減価償却費 1,343百万円

研究開発費 1,977百万円

  貸倒引当金繰入額 

製品保証引当金繰入額 

18百万円

1,430百万円

従業員給料手当 3,457百万円

減価償却費 2,795百万円

研究開発費 2,579百万円

※２ 固定資産処分損益の内訳は次のとおり

である。 

※２ 固定資産処分損益の内訳は次のとおり

である。 

※２ 固定資産処分損益の内訳は次のとおり

である。 

  固定資産処分益   固定資産処分益   固定資産処分益 

  機械装置及び運搬具

他（売却） 
84百万円

  機械装置及び運搬具

他（売却） 
27百万円

  機械装置及び運搬具

他（売却） 
147百万円

  固定資産処分損   固定資産処分損   固定資産処分損 

  建物及び構築物（廃

却） 

15百万円

機械装置及び運搬具

他（廃却） 

363百万円

機械装置及び運搬具

他（売却） 

40百万円

計 419百万円

  建物及び構築物（廃

却） 

15百万円

機械装置及び運搬具

他（廃却） 

68百万円

機械装置及び運搬具

他（売却） 

29百万円

計 113百万円

  建物及び構築物（廃

却） 

18百万円

機械装置及び運搬具

他（廃却） 

609百万円

機械装置及び運搬具

他（売却） 

67百万円

計 694百万円



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 
  
１．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

２．新株予約権等に関する事項 

該当事項はない。 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

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

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

 発行済株式     

   普通株式  48,911 ― ― 48,911 

合計 48,911 ― ― 48,911 

 自己株式         

   普通株式 （注） 17 1 ― 19 

合計 17 1 ― 19 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 488 10.00  平成18年３月31日  平成18年６月29日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
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11月16日 

取締役会 
普通株式 611 利益剰余金 12.50  平成18年９月30日  平成18年12月８日

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 16,471百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△321百万円

現金及び現金同等物の中

間期末残高 
16,149百万円

現金及び預金勘定 33,696百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△390百万円

現金及び現金同等物の中

間期末残高 
33,305百万円

現金及び預金勘定 23,423百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△348百万円

現金及び現金同等物の期

末残高 
23,074百万円



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１ 時価のある有価証券 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１ 時価のある有価証券 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

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） 

その他有価証券       

株式 4,336 9,619 5,282 

債券 ― ― ― 

その他 211 270 58 

計 4,548 9,890 5,341 

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 117 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 11 

計 129 

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） 

その他有価証券       

株式 4,556 11,635 7,079 

債券 ― ― ― 

その他 211 312 100 

計 4,768 11,947 7,179 

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 73 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 6 

計 80 



前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１ 時価のある有価証券 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 該当事項はない。 

 なお、金利スワップ取引を行っているが、ヘッジ会計を適用しているので、注記の対象から除いている。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はない。 

 なお、金利スワップ取引を行っているが、ヘッジ会計を適用しているので、注記の対象から除いている。 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はない。 

 なお、金利スワップ取引を行っているが、ヘッジ会計を適用しているので、注記の対象から除いている。 

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） 

その他有価証券       

株式 4,340 12,920 8,579 

債券 ― ― ― 

その他 211 334 122 

計 4,552 13,254 8,702 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 72 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 7 

計 80 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１ 事業区分は、製品の種類・性質によっている。 

２ 各事業の主な製品 

(1）電子部品組立機事業  電子部品自動装着機 

(2）工作機械事業     自動旋盤、専用機 

(3）液晶関連事業     液晶関連製造装置 

(4）その他の事業     制御機器、電子基板受託生産、ソフトウェア開発、保険代理業 

３ 「営業費用」のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、707百万円であり、その

主なものは親会社の技術研究費及び管理部門に係る費用である。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１ 事業区分は、製品の種類・性質によっている。 

２ 各事業の主な製品 

(1）電子部品組立機事業  電子部品自動装着機 

(2）工作機械事業     自動旋盤、専用機 

(3）液晶関連事業     液晶関連製造装置 

(4）その他の事業     制御機器、電子基板受託生産、ソフトウェア開発 

３ 「営業費用」のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、956百万円であり、その

主なものは親会社の技術研究費及び管理部門に係る費用である。 

  

電子部品
組立機事
業 
（百万円） 

工作機械
事業 
（百万円）

液晶関連
事業 
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
29,256 10,064 1,044 569 40,935 ― 40,935 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0 ― ― 487 487 (487) ― 

計 29,256 10,064 1,044 1,057 41,423 (487) 40,935 

営業費用 25,461 9,103 1,362 1,033 36,960 220 37,180 

営業利益又は営業損失(△) 3,795 961 △317 23 4,462 (707) 3,754 

  

電子部品
組立機事
業 
（百万円） 

工作機械
事業 
（百万円）

液晶関連
事業 
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
45,601 9,633 1,640 765 57,641 ― 57,641 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0 ― ― 806 806 (806) ― 

計 45,601 9,633 1,640 1,571 58,448 (806) 57,641 

営業費用 34,353 8,646 1,639 1,428 46,068 150 46,218 

営業利益 11,248 987 1 142 12,379 (956) 11,422 



前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１ 事業区分は、製品の種類・性質によっている。 

２ 各事業の主な製品 

(1）電子部品組立機事業  電子部品自動装着機 

(2）工作機械事業     自動旋盤、専用機 

(3）液晶関連事業     液晶関連製造装置 

(4）その他の事業     制御機器、電子基板受託生産、ソフトウェア開発、保険代理業 

３ 「営業費用」のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,296百万円であり、そ

の主なものは親会社の技術研究費及び管理部門に係る費用である。 

  

電子部品
組立機事
業 
（百万円） 

工作機械
事業 
（百万円）

液晶関連
事業 
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
63,605 23,383 2,440 1,363 90,792 ― 90,792 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0 ― ― 1,031 1,031 (1,031) ― 

計 63,605 23,383 2,440 2,394 91,823 (1,031) 90,792 

営業費用 52,885 20,761 3,129 2,278 79,054 264 79,318 

営業利益又は営業損失(△) 10,720 2,622 △688 115 12,769 (1,295) 11,473 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）北アメリカ：アメリカ 

(2）ヨーロッパ：ドイツ 

(3）アジア：中国 

３ 「営業費用」のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、707百万円であり、その

主なものは親会社の技術研究費及び管理部門に係る費用である。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）北アメリカ：アメリカ 

(2）ヨーロッパ：ドイツ 

(3）アジア：中国 

３ 「営業費用」のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、956百万円であり、その

主なものは親会社の技術研究費及び管理部門に係る費用である。 

  
日本 

（百万円） 
北アメリカ
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

アジア 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
33,908 4,642 2,206 177 40,935 ― 40,935 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
5,477 0 6 ― 5,483 (5,483) ― 

計 39,385 4,642 2,212 177 46,419 (5,483) 40,935 

営業費用 35,165 4,361 2,056 182 41,765 (4,584) 37,180 

営業利益又は営業損失(△) 4,220 281 156 △4 4,653 (898) 3,754 

  
日本 

（百万円） 
北アメリカ
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

アジア 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
46,580 5,803 5,158 100 57,641 ― 57,641 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
7,979 40 10 3 8,033 (8,033) ― 

計 54,559 5,843 5,168 103 65,675 (8,033) 57,641 

営業費用 42,838 5,618 4,814 110 53,382 (7,163) 46,218 

営業利益又は営業損失(△) 11,721 224 353 △6 12,293 (870) 11,422 



前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）北アメリカ：アメリカ 

(2）ヨーロッパ：ドイツ 

(3）アジア：中国 

３ 「営業費用」のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,296百万円であり、そ

の主なものは親会社の技術研究費及び管理部門に係る費用である。 

  
日本 

（百万円） 
北アメリカ
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

アジア 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
73,383 12,673 4,510 224 90,792 ― 90,792 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
12,044 17 14 6 12,082 (12,082) ― 

計 85,427 12,690 4,525 231 102,874 (12,082) 90,792 

営業費用 73,250 11,984 4,270 249 89,755 (10,436) 79,318 

営業利益又は営業損失(△) 12,176 706 254 △18 13,119 (1,645) 11,473 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）北アメリカ ：アメリカ・メキシコ等 

(2）ヨーロッパ ：ドイツ・ポーランド等 

(3）アジア   ：中国・マレーシア等 

(4）その他の地域：ブラジル等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）北アメリカ ：アメリカ・カナダ等 

(2）ヨーロッパ ：ハンガリー・ドイツ等 

(3）アジア   ：中国・台湾等 

(4）その他の地域：ブラジル等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）北アメリカ ：アメリカ・メキシコ等 

(2）ヨーロッパ ：ドイツ・ポーランド等 

(3）アジア   ：中国・マレーシア等 

(4）その他の地域：ブラジル等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。 

  北アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,151 3,575 19,598 571 28,896 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         40,935 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
12.6 8.7 47.9 1.4 70.6 

  北アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,701 7,770 31,413 1,006 46,890 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         57,641 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
11.6 13.5 54.5 1.7 81.3 

  北アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 14,086 6,810 43,486 1,624 66,008 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         90,792 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
15.5 7.5 47.9 1.8 72.7 



（１株当たり情報） 

(2）【その他】 

① 当中間連結会計期間終了後の状況 

 該当事項はない。 

② 重要な訴訟事件等 

 該当事項はない。 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 1,586円48銭 1,885円70銭 1,768円79銭 

１株当たり中間（当期）純利益金額 92円64銭 143円34銭 229円15銭 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 

潜在株式がないため記

載をしていない。 

同左 同左 

１株当たり中間（当期）純利益金額の

算定上の基礎 

  

中間連結損益計算書上

の中間純利益金額 

4,529百万円 

中間連結損益計算書上

の中間純利益金額 

7,008百万円 

連結損益計算書上の当

期純利益金額 

11,264百万円 

 普通株式に係る中間純

利益金額 

4,529百万円 

普通株式に係る中間純

利益金額 

7,008百万円 

普通株式に係る当期純

利益金額 

11,204百万円 

 普通株主に帰属しない

金額の主要な内訳 

該当事項はない。 

普通株主に帰属しない

金額の主要な内訳 

該当事項はない。 

普通株主に帰属しない

金額の主要な内訳 

利益処分による役員

賞与金 

60百万円 

 普通株式の期中平均株

式数 

48,896,826株 

普通株式の期中平均株

式数 

48,893,320株 

普通株式の期中平均株

式数 

48,896,028株 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     4,784 20,666   11,668 

２ 受取手形 ※１   2,328 1,981   2,780 

３ 売掛金     23,429 26,559   27,805 

４ たな卸資産     24,584 26,051   23,895 

５ 繰延税金資産     3,376 1,811   3,758 

６ その他     628 1,300   1,293 

流動資産合計     59,132 64.9 78,371 71.3   71,202 67.9

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※２         

(1）建物   6,777   6,649 6,592   

(2）機械及び装置   3,248   3,273 3,083   

(3）その他   4,465   4,444 4,379   

有形固定資産合計     14,490 14,366   14,055 

２ 無形固定資産           

(1）ソフトウェア   5,487   3,340 4,440   

(2）その他   18   18 18   

無形固定資産合計     5,505 3,358   4,458 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券   9,889   11,911 13,201   

(2）その他   2,028   1,914 1,911   

投資その他の資産
合計 

    11,918 13,826   15,113 

固定資産合計     31,914 35.1 31,551 28.7   33,627 32.1

資産合計     91,046 100.0 109,922 100.0   104,829 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形     2,330 3   1 

２ 買掛金     4,196 5,739   4,307 

３ １年内に返済予定
の長期借入金 

    5,050 1,825   5,350 

４ 未払費用     2,102 2,597   2,419 

５ 未払法人税等     65 2,475   191 

６ 製品保証引当金     1,091 1,746   1,496 

７ 設備購入支払手形     207 269   109 

８ その他     818 3,697   1,559 

流動負債合計     15,861 17.4 18,353 16.7   15,434 14.7

Ⅱ 固定負債           

１ 社債     ― 5,000   5,000 

２ 長期借入金     10,825 9,000   10,000 

３ 繰延税金負債     1,032 1,860   2,749 

４ 退職給付引当金     1,277 649   1,133 

５ その他     15 15   15 

固定負債合計     13,150 14.5 16,525 15.0   18,898 18.1

負債合計     29,012 31.9 34,879 31.7   34,333 32.8

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     5,878 6.4 ― ―   5,878 5.6

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金   5,413   ― 5,413   

資本剰余金合計     5,413 5.9 ― ―   5,413 5.2

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   1,450   ― 1,450   

２ 任意積立金   39,400   ― 39,400   

３ 中間（当期）未処
分利益 

  6,743   ― 13,099   

利益剰余金合計     47,593 52.3 ― ―   53,949 51.4

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    3,167 3.5 ― ―   5,276 5.0

Ⅴ 自己株式     △18 △0.0 ― ―   △22 △0.0

資本合計     62,034 68.1 ― ―   70,496 67.2

負債資本合計     91,046 100.0 ― ―   104,829 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本             

１ 資本金     ― ― 5,878 5.4   ― ―

２ 資本剰余金           

(1）資本準備金   ―   5,413 ―   

資本剰余金合計     ― ― 5,413 4.9   ― ―

３ 利益剰余金           

(1）利益準備金   ―   1,450 ―   

(2）その他利益剰余
金 

          

別途積立金   ―   46,950 ―   

繰越利益剰余金   ―   10,978 ―   

利益剰余金合計     ― ― 59,378 54.0   ― ―

４ 自己株式     ― ― △26 △0.0   ― ―

株主資本合計     ― ― 70,644 64.3   ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等             

１ その他有価証券評
価差額金 

    ― ― 4,398 4.0   ― ―

評価・換算差額等合
計 

    ― ― 4,398 4.0   ― ― 

純資産合計     ― ― 75,043 68.3   ― ―

負債純資産合計     ― ― 109,922 100.0   ― ― 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     38,927 100.0 54,053 100.0   84,344 100.0 

Ⅱ 売上原価     29,920 76.8 36,230 67.0   61,411 72.8

売上総利益     9,006 23.2 17,823 33.0   22,932 27.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    5,638 14.5 7,396 13.7   12,485 14.8

営業利益     3,368 8.7 10,426 19.3   10,447 12.4

Ⅳ 営業外収益 ※１   227 0.5 225 0.4   498 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２   123 0.3 224 0.4   346 0.4

経常利益     3,472 8.9 10,427 19.3   10,599 12.6

Ⅵ 特別利益 ※３   416 1.1 29 0.0   516 0.6

Ⅶ 特別損失 ※４   417 1.1 495 0.9   736 0.9

税引前中間（当
期）純利益 

    3,470 8.9 9,960 18.4   10,380 12.3

法人税、住民税及
び事業税 

  11   2,300 112   

法人税等調整額   △1,078 △1,066 △2.8 1,682 3,982 7.3 △992 △880 △1.1

中間（当期）純利
益 

    4,537 11.7 5,977 11.1   11,260 13.4

前期繰越利益     2,206 ―   2,206 

中間配当額     ― ―   366 

中間（当期）未処
分利益 

    6,743 ―   13,099 

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）  

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 
別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

平成18年３月31日残高 

（百万円） 
5,878 5,413 5,413 1,450 39,400 13,099 53,949 △22 65,219 

中間会計期間中の変動額          

別途積立金の積立（注）         7,550 △7,550 ―   ― 

剰余金の配当（注）           △488 △488   △488 

役員賞与（注）           △60 △60   △60 

中間純利益           5,977 5,977   5,977 

自己株式の取得               △4 △4 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
                  

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
― ― ― ― 7,550 △2,121 5,428 △4 5,424 

平成18年９月30日残高 

（百万円） 
5,878 5,413 5,413 1,450 46,950 10,978 59,378 △26 70,644 

 

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３月31日残高 

（百万円） 
5,276 5,276 70,496 

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立（注）     ― 

剰余金の配当（注）     △488 

役員賞与（注）     △60 

中間純利益     5,977 

自己株式の取得     △4 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△877 △877 △877 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△877 △877 4,546 

平成18年９月30日残高 

（百万円） 
4,398 4,398 75,043 



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格等

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

法により算定している。） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格等

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

均法により算定してい

る。） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末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

により算定している。） 

 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 

 たな卸資産 

製品・仕掛品 

総平均法による原価法 

たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

 原材料・貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

原材料・貯蔵品 

同左 

原材料・貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法 

ただし、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、定額法を採

用している。 

なお、耐用年数及び残存価額に

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い

る。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

 無形固定資産 

定額法 

ただし、ソフトウェアについて

は、市場販売用は見込有効期

間、自社利用は見込利用可能期

間による定額法を採用してい

る。 

無形固定資産 

同左 

無形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

中間期末に有する債権の貸倒れ

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

上することとしている。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

事業年度末に有する債権の貸倒

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

上することとしている。 

 製品保証引当金 

製品の保証期間に発生する当社

の瑕疵による費用の支出に備え

るため、過去の実績額を基礎と

して経験率を算定し、これを売

上高に乗じた額を計上すること

としている。 

製品保証引当金 

同左 

製品保証引当金 

同左 

 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間末にお

いて発生していると認められる

額を計上している。数理計算上

の差異については、発生の翌事

業年度に一括費用処理すること

としている。 

退職給付引当金 

同左 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上することとしてい

る。数理計算上の差異について

は、発生の翌事業年度に一括費

用処理することとしている。 

４ ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているため

特例処理を採用している。 

ヘッジ会計の方法 

同左 

ヘッジ会計の方法 

同左 

 ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ヘッジ対象 

借入金 

  

 ヘッジ方針 

金利変動リスクの低減ならびに

金融収支改善のために行ってい

る。 

ヘッジ方針 

同左 

ヘッジ方針 

同左 

 ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件

を満たしているため、中間決算

日における有効性の判定を省略

している。 

ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件

を満たしているため、決算日に

おける有効性の判定を省略して

いる。 

５ その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

      

消費税等の会計処理 税抜方式を採用している。 同左 同左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間から「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

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

している。 

これによる損益に与える影響はない。 

―――――― 

―――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等） 

当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用している。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

75,043百万円である。 

なお、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、中間財務諸表等

規則の改正にともない、改正後の中間財務諸

表等規則により作成している。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「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」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用し

ている。 

これによる損益に与える影響はない。 

―――――― 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間貸借対照表） 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月

１日より適用となること及び「金融商品会計に関する実

務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月

15日付で改正されたことにともない、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合への出資（証券取引法第２条

第２項により有価証券とみなされるもの）を投資有価証

券として表示する方法に変更した。なお、当該出資の額

は、前中間会計期間末では投資その他の資産の「その

他」に30百万円、当中間会計期間末では「投資有価証

券」に11百万円含めて表示している。 

―――――― 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

番号 摘要 
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 中間会計期間末日（期末日）満期

手形の処理 

――――――― 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

いる。したがって当中間会計

期間末日は金融機関の休日の

ため、中間会計期間末日満期

手形が以下の科目に含まれて

いる。 

受取手形 124百万円

――――――― 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 21,986百万円 20,876百万円 21,096百万円 

※ 保証債務 銀行借入に対する保証債務 

フジ マシン マニュファク

チュアリング（ヨーロッパ）

ゲーエムベーハー 

銀行借入等に対する保証債務 

フジ マシン マニュファク

チュアリング（ヨーロッパ）

ゲーエムベーハー 

銀行借入に対する保証債務 

フジ マシン マニュファク

チュアリング（ヨーロッパ）

ゲーエムベーハー 

    345百万円 286百万円 310百万円 

※ 消費税等の取扱い 売上げ等に係る「仮受消費税

等」と仕入れ等に係る「仮払

消費税等」は相殺し、その差

額は流動資産の「その他」に

含めて表示している。 

同左 ―――――― 

番号 摘要 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益項目のうち重要なもの       

  受取利息 

受取配当金 

賃貸料 

為替差益 

  0百万円

  57百万円

  40百万円

  92百万円

  4百万円

  91百万円

  62百万円

  32百万円

  1百万円

  169百万円

  96百万円

  176百万円

※２ 営業外費用項目のうち重要なもの       

  支払利息 

社債利息 

支払手数料 

  68百万円

  ―百万円

  51百万円

  67百万円

  35百万円

  120百万円

  136百万円

  17百万円

  103百万円

※３ 特別利益項目のうち重要なもの       

  固定資産処分益       

  機械及び装置他（売却）   84百万円   27百万円   147百万円

※４ 特別損失項目のうち重要なもの       

  固定資産処分損       

  建物他（廃却） 

機械及び装置他（廃却） 

機械及び装置他（売却） 

計 

  15百万円

  362百万円

  40百万円

  417百万円

  15百万円

  68百万円

  28百万円

  112百万円

  18百万円

  601百万円

  66百万円

  686百万円

※ 減価償却実施額       

  有形固定資産 

無形固定資産 

  743百万円

  1,257百万円

  698百万円

  1,209百万円

  1,462百万円

  2,537百万円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

  

 当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

  
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

 普通株式 （注） 17 1 ― 19 

     合計 17 1 ― 19 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

前事業年度末（平成18年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

（１株当たり情報） 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 1,268円70銭 1,534円86銭 1,440円58銭 

１株当たり中間（当期）純利益金額 92円80銭 122円26銭 229円06銭 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 

潜在株式がないため記

載をしていない。 

同左 同左 

１株当たり中間（当期）純利益金額の算

定上の基礎 

中間損益計算書上の中

間純利益金額 

4,537百万円 

中間損益計算書上の中

間純利益金額 

5,977百万円 

損益計算書上の当期純

利益金額 

11,260百万円 

 普通株式に係る中間純

利益金額 

4,537百万円 

普通株式に係る中間純

利益金額 

5,977百万円 

普通株式に係る当期純

利益金額 

11,200百万円 

 普通株主に帰属しない

金額の主要な内訳 

該当事項はない。 

普通株主に帰属しない

金額の主要な内訳 

該当事項はない。 

普通株主に帰属しない

金額の主要な内訳 

利益処分による役員

賞与金 

60百万円 

 普通株式の期中平均株

式数 

48,896,826株 

普通株式の期中平均株

式数 

48,893,320株 

普通株式の期中平均株

式数 

48,896,028株 



(2）【その他】 

① 中間配当 

取締役会決議年月日   平成18年11月16日 

中間配当金総額         611百万円 

１株当たりの配当金額      12円50銭 

② 当中間会計期間終了後の状況 

該当事項はない。 

③ 重要な訴訟事件等 

該当事項はない。 



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いる。 

有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度 第60期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 平成18年６月30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】 

 該当事項はない。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月２２日

富 士 機 械 製 造 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」に掲げられている富士機械製造株式会

社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

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

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

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

て、富士機械製造株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成

17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

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

  

以  上 

  

 （※）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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 長谷川 周 義 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 稲 越 千 束 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 川   勝 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２２日

富 士 機 械 製 造 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、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」に掲げられている富士機械製造株式会社の

平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に

係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッ

シュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私ども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。 

私どもは、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、私ども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。

私どもは、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。 

私どもは、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、富

士機械製造株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員及び公認会計士宮田晴弘との間には、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、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 
  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 稲 越 千 束 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 加 藤 浩 幸 

      

公認会計士宮田晴弘事務所 
  

  
  

公認会計士 宮 田 晴 弘 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月２２日

富 士 機 械 製 造 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」に掲げられている富士機械製造株式会

社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第60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、富士機

械製造株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30

日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

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

  

以  上 

  

 （※）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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 長谷川 周 義 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 稲 越 千 束 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 川   勝 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２２日

富 士 機 械 製 造 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、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」に掲げられている富士機械製造株式会社の

平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第61期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係

る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間

財務諸表の作成責任は経営者にあり、私ども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。 

私どもは、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、私ども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。私ども

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。 

私どもは、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、富士機械製

造株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員及び公認会計士宮田晴弘との間には、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、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 
  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 稲 越 千 束 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 加 藤 浩 幸 

      

公認会計士宮田晴弘事務所 
  

  
  

公認会計士 宮 田 晴 弘 
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