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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 

 

回次 第31期中 第32期中 第33期中 第31期 第32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 (千円) 34,747,125 36,986,101 40,723,590 71,255,196 79,120,397

経常利益 (千円) 5,920,133 6,156,044 5,996,620 12,283,468 12,190,578

中間(当期)純利益 (千円) 3,316,222 3,633,863 3,250,889 6,709,236 4,707,798

純資産額 (千円) 42,084,833 44,686,298 48,159,645 42,686,296 49,217,984

総資産額 (千円) 58,395,636 60,433,961 68,366,091 60,881,704 68,674,883

１株当たり純資産額 (円) 1,199.32 1,287.19 1,299.98 1,228.40 1,295.04

１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) 91.98 104.80 86.00 185.68 126.61

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) 91.90 104.64 85.99 185.51 126.36

自己資本比率 (％) 72.06 73.94 70.44 70.11 71.66

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 5,341,570 1,590,224 4,261,492 10,499,065 5,217,264

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △743,064 76,177 △500,673 △7,937,455 997,747

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △6,684,641 △1,792,620 △4,333,426 △9,613,560 △5,209,010

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 16,197,336 11,100,708 16,311,357 11,226,351 16,861,048

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 
7,322
(763)

7,573
(873)

8,283
(1,073)

7,268 
(792) 

7,778
(927)

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 
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(2) 提出会社の経営指標等 

 

回次 第31期中 第32期中 第33期中 第31期 第32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 (千円) 29,004,558 30,384,180 30,365,999 59,518,663 61,109,850

経常利益 (千円) 5,432,429 5,950,736 5,729,945 10,991,925 11,714,890

中間(当期)純利益 (千円) 3,115,914 3,745,622 3,422,732 6,044,240 6,853,679

資本金 (千円) 16,820,883 16,825,881 16,825,881 16,825,881 16,825,881

発行済株式総数 (株) 37,131,934 35,379,505 38,404,055 35,379,505 38,404,055

純資産額 (千円) 39,436,513 41,707,531 47,395,093 39,578,306 48,310,336

総資産額 (千円) 56,707,328 58,647,548 67,412,448 58,994,357 65,501,323

１株当たり純資産額 (円) 1,123.84 1,201.39 1,279.35 1,138.81 1,271.33

１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) 86.43 108.02 90.54 167.02 185.84

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) 86.35 107.86 90.53 166.87 185.48

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 29.00 32.00 44.00 78.00 64.00

自己資本比率 (％) 69.54 71.11 70.30 67.08 73.75

従業員数 (人) 6,111 6,201 6,183 6,028 6,037

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

３ 平成16年３月期（第31期）の１株当たり年間配当額には、１株につき20円の記念配当が含まれておりま

す。 
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２ 【事業の内容】 

当社グループは、当社(株式会社メイテック)、子会社13社及び関連会社1社により構成されており、

アウトソーシング、研修事業及びアウトプレースメントを行っております。 

アウトソーシングについては、主に製造業を対象としたエンジニアリングアウトソーシング(機械、

電気、電子及びコンピュータソフトウェア等の技術系に特化したアウトソーシング)及びその他のアウ

トソーシングを主要な業務としております。 

研修事業については中国における中国人エンジニアの育成をはじめとした研修及びコンサルティン

グ事業を行っております。 

アウトプレースメントについては、子会社である日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社が再就職

支援事業を行っております。 

 

アウトソーシング  

 ①当社がエンジニアリングアウトソーシング事業を担当しております。 

②株式会社ジャパンアウトソーシングが当社の事業領域と異なった事業領域のエンジニアリング

アウトソーシング事業を担当しております。 

③株式会社メイテックグローバルソリューションズが設計開発技術、コンピュータソフトウェア

の輸出入に関連したグローバル事業を担当しております。 

④株式会社スリーディーテックが試作金型等に関連した３次元CAD設計技術等に特化したエンジニ

アリングソリューション事業を担当しております。 

⑤アイエムエス株式会社及びアポロ技研株式会社がプリント基板設計を中心としたエンジニアリ

ングソリューション事業を担当しております。 

⑥株式会社ジャパンキャストが登録型人材派遣を中心としたその他のアウトソーシング事業を担

当しております。 

⑦明達科（上海）科技有限公司が中国におけるエンジニアリングアウトソーシング事業を担当し

ております。 

⑧上海阿波馬可科技有限公司が中国におけるプリント基板設計を中心としたエンジニアリングソ

リューション事業を担当しております。 

（注）1.日本キャリア・マスターズ株式会社は、平成17年５月１日付にて株式会社ジャパン

キャストに吸収合併されております。 

2.明達科（上海）諮詢有限公司は、平成17年８月15日付にてライセンス変更の認可を

受け、明達科（上海）科技有限公司に組織変更しております。 

3.アポロ技研株式会社は、当社による平成17年９月30日付にて第三者割当増資の引き

受け及び払い込みにより連結子会社となっております。 

4.アポロ技研株式会社の子会社化に伴い、その子会社である上海阿波馬可科技有限公

司が子会社になっております。 
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研修事業  

 ①Novations Group Inc.（ノベーションズ・グループ・インク：持株会社）を中心に、Novations 

Group, Inc.（ノベーションズ・グループ・インク：デラウェア州）及びNovations 

Performance Solutions, Ltd.（ノベーションズ・パフォーマンス・ソリューションズ・リミテ

ッド）の3社が北米における教育事業を担当しております。 

②明達科（大連）科技培訓有限公司及び浙江明達科網新科技培訓有限公司が中国における中国人

エンジニアを対象とした教育事業を担当しております。 

アウトプレースメント  

 ①日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社がアウトプレースメント（再就職支援）事業を担当し

ております。 
 
 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

(注) Novations Group Inc.(ノベーションズ・グループ・インク：持株会社)は、Novations Group,Inc.(ノベー

ションズ・グループ・インク：デラウェア州)、及びNovations Performance Solutions, Ltd.(ノベーショ

ンズ・パフォーマンス・ソリューションズ・リミテッド)の持株会社であります。 
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３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、日本キャリア・マスターズ株式会社（当社の連結子会社）は、平成

17年５月１日付にて株式会社ジャパンキャスト（当社の連結子会社）に吸収合併されております。 

明達科（上海）諮詢有限公司（当社の連結子会社）は、平成17年８月15日付にてライセンス変更の

認可を受け、明達科（上海）科技有限公司に組織変更しております。 

アポロ技研株式会社（神奈川県横浜市都筑区所在、議決権51％、資本金311,734千円）は、平成17年

９月30日付にて、第三者割当増資の引き受け及び払い込みにより連結子会社となっております。同社

はプリント基板設計を中心としたアウトソーシングを担当しております。 

アポロ技研株式会社の子会社化に伴い、その100％子会社である上海阿波馬可科技有限公司（中華人

民共和国上海市所在、議決権間接51％、資本金525千米ドル）が連結子会社になりました。同社は中国

におけるプリント基板設計を中心としたアウトソーシングを担当しております。 

その他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 

平成17年９月30日現在 

区分 従業員数(人) 

アウトソーシング 7,855   (976) 

研修事業 236    (20) 

アウトプレースメント 192    (77) 

合計 8,283 (1,073) 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に当中間連結会計期間の平均人員を外数にて記載して

おります。 

 

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

従業員数(人) 6,183 

(注) 従業員数は就業人員であり、出向者49名及び嘱託40名は含んでおりません。 

 

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油高を中心とした素材価格の高騰や、わが国経済

と関連の強い米国・中国経済の先行きの不透明感が懸念される状況ではありましたが、全体として

は、前期に引き続き、回復基調にありました。特に、当社の主要顧客である製造業においては、企

業間格差があるものの、新規の設備投資が、開発分野から生産分野に広がりを見せる等、中長期的

な戦略投資が拡大される傾向にありました。 

こうした市況の中で、当社グループは、主要事業である技術者派遣事業を中心に、業容の拡大を

行い、連結ベースで増収を達成することができましたが、営業利益では減益となり、概ね、第一四

半期決算時に修正予想したとおりとなりました。 

連結売上高の約87％を占める技術者派遣事業については、当社がほぼ前年並みの売上でしたが、

株式会社ジャパンアウトソーシングは、5.2％の増収となりました。これは、当社と株式会社ジャパ

ンアウトソーシングの２つのブランドを連携営業することによって、グループで市場シェア拡大を

行っている結果です。技術者派遣分野別の売上としては、エレクトロニクス・精密機器・情報通信

機器の３分野が前年対比で大幅に伸びています。これは、近年、売上拡大を図ってきた自動車・半

導体デザインの分野への売上偏重を安定化させるために、売上分野を分散する営業努力の結果でも

あります。 

当社は、稼働率については前年を上回りましたが、稼動工数が前年を下回ったため、若干の減収

減益（営業利益）となりました。株式会社ジャパンアウトソーシングは、要員増により増収は達成

しましたが、事業拡大のための販管費の増額により減益（営業利益）となりました。技術者派遣事

業と連携して、一般派遣事業を行っている株式会社ジャパンキャストは、当社と株式会社ジャパン

アウトソーシングと連携して、製造業に対する営業強化を行うことによって、増収増益（営業利

益）を達成しました。 

エンジニアリングソリューション事業は、当社グループの主要顧客（製造業）に対して、派遣し

た技術社員をキーマンとして活用することにより、設計開発業務に付随する試作品やプリント基板

の製作を請負う事業を行っています。エンジニアリングソリューション事業を担う株式会社スリー

ディーテック、アイエムエス株式会社は、それぞれ、サービス内容の拡充と営業活動の強化により、

増収増益（営業利益）を達成しました。本年10月からは、新たにプリント基板事業の強化を担うア

ポロ技研株式会社を当社グループに加え、さらなる事業拡大を行っていきます。 

中国事業を主体として行っているグローバル事業は、株式会社メイテックグローバルソリューシ

ョンズで行っていますが、事業開始３年目に入り、営業成約も増え、増収でした。また、本年10月

から営業を開始する中国人エンジニアの育成コストの一部が、当中間期に先行して発生しているこ

とから、営業利益は減益となりました。 

アウトプレースメント事業は、平成16年10月に経営統合した日本ドレーク・ビーム・モリン株式

会社の主要事業ですが、アウトプレースメント市場の縮小の影響を受け、前期に引き続き、減収減
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益（営業利益、前連結会計年度は下期のみ連結対象）となりました。しかしながら、日本ドレー

ク・ビーム・モリン株式会社の米国子会社Novations Group Inc.（ノベーションズ・グループ・イ

ンク：持株会社）及びその子会社（Novations Group, Inc.、Novations Performance Solutions, 

Ltd.）は、平成16年12月に行った事業統廃合の成果があらわれ、黒字に転換しました。 

このような事業展開の結果、連結売上高は407億23百万円（前年同期比10.1％増）となりました。 

損益面におきましては、連結営業利益は59億35百万円（前年同期比5.1％減）、連結経常利益は59

億96百万円（前年同期比2.5％減）、連結中間純利益は32億50百万円（前年同期比10.5％減）、連結

株主資本中間純利益率（ROE）は、6.6％（前年同期比1.6ポイント減）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

アウトソーシング事業については、売上高は374億42百万円となりました。損益面におきましては、

営業利益は61億73百万円となりました。 

研修事業については、売上高は18億82百万円となりました。損益面におきましては、営業利益は 

21百万円となりました。 

アウトプレースメント事業については、売上高は13億98百万円となりました。損益面におきまし

ては、営業損失は１億26百万円となりました。 

なお、前中間連結会計期間まで事業の種類別セグメント情報を記載していませんでしたので、前

年同期比較は行っておりません。 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

日本においては、売上高は388億33百万円となりました。損益面におきましては、営業利益は60億

54百万円となりました。 

北米においては、売上高は18億82百万円となりました。損益面におきましては、営業利益は21百

万円となりました。 

中国においては、売上高は７百万円となりました。損益面におきましては、営業損失は７百万円

となりました。 

なお、前中間連結会計期間まで所在地別セグメント情報を記載していませんでしたので、前年同

期比較は行っておりません。 

また、当社個別では、売上高は303億65百万円（前期比0.0％減）となりました。損益面におきま

しては、営業利益は53億78百万円（前期比2.3％減）、経常利益は57億29百万円（前期比3.7％減）、

中間純利益は34億22百万円（前期比8.6％減）、株主資本中間純利益率（ROE）は7.1％（前期比2.0

ポイント減）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、連結ベースでの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は

下記の営業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、及び財務活動に

よるキャッシュ・フローの状況に記載の内容を反映して、前中間連結会計期間と比べて52億10百万

円増加し、163億11百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況） 

営業活動の結果得られた資金は、当中間連結会計期間には42億61百万円（前年同期比167.9％
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増）となりました。これは主に税金等調整前中間純利益が、前年同期に比して３億73百万円減少

し、59億78百万円（前年同期比5.8％減）であったものの、法人税等の支払額が24億18百万円減少

し、19億４百万円（前年同期比55.9％減）であったこと等を反映したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

投資活動の結果使用した資金は、当中間連結会計期間には５億円となりました。これは主に定

期預金の預入払戻が、純額５億円の払戻による収入から、純額３億円の預入による支出へ転じた

こと等を反映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

財務活動の結果使用した資金は、当中間連結会計期間には43億33百万円（前年同期比141.7％

増）となりました。これは主に自己株式の取得による支出が、前年同期に比して31億26百万円増

加し、31億32百万円（前年同期比50,837.3％増）であったこと等を反映したものであります。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社では、日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社の連結子会社化等に伴い、前連結会計年度より

アウトソーシング、研修事業、アウトプレースメントの３つに区分して事業の種類別セグメント情報

を記載しており、当該セグメントごとに示すと、次のとおりになります。 

前年同期比については、前連結会計年度よりセグメントの区分を変更し、連結範囲の拡大により対

象企業に変更がありましたために、アウトソーシングについてはセグメント対象企業に大きな変更が

なかったので記載しておりますが、研修事業とアウトプレースメントについては対象企業が前連結会

計年度から連結対象となっている日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社とその子会社であるために

比較を記載しておりません。 

 

(1) 生産実績 
 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

アウトソーシング 26,490,647 2.1

研修事業 782,029 ―

アウトプレースメント 819,366 ―

計 28,092,043 ―

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

上記のとおり、前連結会計年度より事業の種類別セグメント情報の記載を変更したことに伴い、

受注状況を受注金額により記載することにしております。その上で、エンジニアリングアウトソー

シングを中心としたアウトソーシングについては、事業の形態から受注金額と販売金額がほぼ同等

になるために記載を省略しております。 
 

事業の種類別セグメントの名称 
当期受注金額 
(千円) 

前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

アウトソーシング ― ― ― ―

研修事業 1,790,504 ― 791,043 ―

アウトプレースメント 1,109,379 ― 1,846,687 ―

計 2,899,883 ― 2,637,730 ―

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 
 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

アウトソーシング 37,442,716 1.2

研修事業 1,882,641 ―

アウトプレースメント 1,398,232 ―

計 40,723,590 ―

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当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、経営上の重要な契約等はありません。 

 

５ 【研究開発活動】 

特記すべき事項はありません。 
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第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

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

重要な変更はありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 144,416,600

計 144,416,600

(注) 定款記載の「会社が発行する株式の総数」は150,000,000株となっておりますが、当中間会計期間の末日ま

でに株式5,583,400株を消却しております。 

 

② 【発行済株式】 

 

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16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 38,404,055 38,404,055

東京証券取引所 
(市場第一部) 
名古屋証券取引所
(市場第一部) 

─ 

計 38,404,055 38,404,055 ─ ─ 
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(2) 【新株予約権等の状況】 

当社は、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

 
平成14年６月25日定時株主総会決議 

 
中間会計期間末現在 
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数(個) 320 310

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 32,000 31,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 3,066 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年６月26日から 
平成24年６月25日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格       3,066
資本組入額      1,533

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)１、２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３ 同左 

(注) １ 新株予約権は１個単位で行使しなければならない。 

２ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を継承し、これを行使することができる。また、新

株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位をも有さなくなった場

合にも新株予約権を行使することができる。ただし、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件

により、行使可能な新株予約権の数及び行使可能期間等について制限がなされ、または新株予約権を当

社に返還すべきこととなることがある。その他に関しては新株予約権割当契約に定めるものとする。 

３ 新株予約権割当契約において、新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は認めないものと

定めている。 

４ 一部の新株予約権について、新株予約権の行使期間が、短縮されております。 

５ 新株予約権発行後の権利行使及び失権等による減少分を控除して記載しております。 

 

平成15年６月24日定時株主総会決議 

 
中間会計期間末現在 
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数(個) 1,200 1,200

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 120,000 120,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 4,166 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年６月25日から 
平成25年６月24日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格       4,166
資本組入額      2,083

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)１、２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３ 同左 

(注) １ 新株予約権は１個単位で行使しなければならない。 

２ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を継承し、これを行使することができる。また、新

株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位をも有さなくなった場

合にも新株予約権を行使することができる。ただし、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件

により、行使可能な新株予約権の数及び行使可能期間等について制限がなされ、または新株予約権を当

社に返還すべきこととなることがある。その他に関しては新株予約権割当契約に定めるものとする。 

３ 新株予約権割当契約において、新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は認めないものと

定めている。 

４ 一部の新株予約権について、新株予約権の行使期間が、短縮されております。 

５ 新株予約権発行後の権利行使及び失権等による減少分を控除して記載しております。 
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平成16年６月24日定時株主総会決議 

 
中間会計期間末現在 
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数(個) 960 940

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 96,000 94,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 4,370 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月25日から 
平成26年６月24日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格       4,370
資本組入額      2,185

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)１、２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３ 同左 

(注) １ 新株予約権は１個単位で行使しなければならない。 

２ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を継承し、これを行使することができる。また、新

株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位をも有さなくなった場

合にも新株予約権を行使することができる。ただし、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件

により、行使可能な新株予約権の数及び行使可能期間等について制限がなされ、または新株予約権を当

社に返還すべきこととなることがある。その他に関しては新株予約権割当契約に定めるものとする。 

３ 新株予約権割当契約において、新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は認めないものと

定めている。 

４ 新株予約権発行後の権利行使及び失権等による減少分を控除して記載しております。 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
 

(千円) 

資本金残高
 

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

― 38,404,055 ― 16,825,881 ― 15,480,579
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(4) 【大株主の状況】 

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(％) 

インベスターズバンク 
(常任代理人スタンダードチャーター
ド銀行) 

200 CLARENDON STREET P.O.BOX 9130  
BOSTON, MA 02117-9130, U.S.A. 
(東京都千代田区永田町二丁目11番１号) 

4,049 10.54

ステートストリートバンク 
アンドトラストカンパニー 
(常任代理人株式会社みずほコーポレ
ート銀行) 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A. 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

2,744 7.14

日本トラスティサービス信託 
銀行株式会社信託口 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,437 6.34

日本マスタートラスト信託 
銀行株式会社信託口 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 2,232 5.81

ザチェースマンハッタン 
バンクエヌエイロンドン 
(常任代理人株式会社みずほコーポレ
ート銀行) 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET 
LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

1,719 4.47

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 1,680 4.37

明治安田生命保険相互会社 
(常任代理人資産管理サービス信託銀
行株式会社) 

東京都新宿区西新宿一丁目９番１号 
(東京都中央区晴海一丁目８番12号) 

1,394 3.63

株式会社メイテック 愛知県名古屋市西区康生通二丁目20番１号 1,357 3.53

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 680 1.77

株式会社愛知銀行 愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号 661 1.72

計 ― 18,959 49.36

(注)１ ハリス・アソシエイツ・エル・ピー（Harris Associates L.P.）から平成16年６月１日付で大量保有報

告書の提出があり、投資一任契約に基づく資産運用目的として、平成16年５月27日現在で以下の株式を

所有している旨の報告を受けております。 

しかしながら、当社として当中間連結会計年度末現在における実質所有株式数の確認ができないため、

上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 

 

氏名又は名称 住所 
保有株券等
の数(千株) 

株券等保有 
割合(％) 

ハリス・アソシエイツ・エル・ピー 
（Harris Associates L.P.） 

2 North LaSalle Street, Suit 500, 
Chicago, IL, USA, 60602 

4,955 14.01
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２ UBS証券会社から平成17年３月15日付で大量保有報告書の提出があり、ディーリング、信託業務及び投

資顧問業等の投資目的として、UBS証券会社（東京支店）、ユービーエス・エイ・ジー（銀行）、ユー

ビーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社、UBS Global Asset Management (Americas) 

Inc、UBS Global Asset Management (UK) Limited、UBS Global Asset Management Life Ltd、UBS 

Global Asset Management Trust Company 、 UBS Fund Management (Switzerland) AG 、 UBS Global 

Asset Management (Canada) Co.、UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH、UBS Global Asset 

Management (France) SA、UBS Global Asset Management (Hong Kong) Limited、UBS Global Asset 

Management (Singapore) Ltd 、 UBS Global Asset Management (Taiwan) Ltd 、 UBS Global Asset 

Management (US) Inc,の15者による共同保有形態により、平成17年２月28日現在で以下の株式を所有し

ている旨の報告を受けております。 

しかしながら、当社として当中間連結会計年度末現在における実質所有株式数の確認ができないため、

上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 

 

氏名又は名称 住所 
保有株券等
の数(千株) 

株券等保有 
割合(％) 

UBS証券会社（東京支店） 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 21 0.06

ユービーエス・エイ・ジー（銀行） 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 407 1.06

ユービーエス・グローバル・アセッ
ト・マネジメント株式会社 

東京都千代田区大手町一丁目５番１号 1,327 3.46

UBS Global Asset Management 
 (Americas) Inc 

1 North Wacker Drive, Chicago. Illinois
 60606,USA 

985 2.56

UBS Global Asset Management 
 (UK) Limited 

21 Lombard Street, London EC3V 9AH, 
 United Kingdom 

445 1.16

UBS Global Asset Management 
 Life Ltd 

21 Lombard Street, London EC3V 9AH, 
 United Kingdom 

49 0.13

UBS Global Asset Management 
 Trust Company 

1 North Wacker Drive, Chicago, Illinois
 60606 USA 

158 0.41

UBS Fund Management 
 (Switzerland) AG 

Aeschenvorstadt 48, 4002 Basel, 
 Switzerland 

133 0.35

UBS Global Asset Management 
 (Canada) Co. 

77 King street West, Toronto, Ontario 
 M5K 1G8,Canada 

190 0.50

UBS Invest 
 Kapitalanlagegesellschaft mbH  

60313 Frankfurt, Stephanstrabe 14-16, 
Germany 

17 0.04

UBS Global Asset Management 
 (France) SA 

69 boulevard Haussmann 75008 Paris, 
France 

2 0.01

UBS Global Asset Management 
 (Hong Kong) Limited 

25F One Exchange Square,8 Connaught 
 Place, Central, Hong Kong 

6 0.02

UBS Global Asset Management 
 (Singapore) Ltd 

5 Temasei Boulevard,#18-00 Suntec Tower
 Five, Singapore 038985 

14 0.04

UBS Global Asset Management 
 (Taiwan) Ltd 

11F,88,Chung Hsiao E.Rd.Sec.2,Taipei 
 100,Taiwan 

3 0.01

UBS Global Asset Management 
 (US) Inc, 

51 Wext 52nd Street, New York, New York
10019-6114,USA 

4 0.01

合計（UBS証券会社） 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 3,767 9.81
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(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

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      1,357,800 ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式     36,876,900 368,769 ― 

単元未満株式 普通株式        169,355 ― 
１単元（100株） 
未満の株式 

発行済株式総数 38,404,055 ― ― 

総株主の議決権 ― 368,769 ― 

(注) １ 完全議決権株式(自己株式等)の欄は、全て当社保有の自己株式であります。 

２ 完全議決権株式(その他)の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式2,000株が含まれております。

また、議決権の数の欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれて

おります。 

３ 単元未満株式の株式数の欄には、当社所有の自己株式53株が含まれております。 

 

② 【自己株式等】 

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(％)

株式会社メイテック 
名古屋市西区康生通二丁目
20番地１ 

1,357,800 ― 1,357,800 3.53

計 ― 1,357,800 ― 1,357,800 3.53
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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】 

 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 3,910 3,620 3,440 3,590 3,570 3,810

最低(円) 3,390 3,320 3,200 3,380 3,220 3,480

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

 

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおり

であります。 

 役職の異動 

 

新役職名及び職名 旧役職名及び職名 氏名 異動年月日 

取締役、執行役員、事業部門、広
報部、社長室、カスタマーリレー
ションセンター担当、カスタマー
リレーションセンター長 

取締役、執行役員、事業部門、広
報部、社長室担当、広報部長兼社
長室長 

國 分 秀 世 平成17年７月１日

取締役、執行役員、事業部門（営
業系主担当）広報部、社長室、カ
スタマーリレーションセンター、
Gateway推進センター担当 

取締役、執行役員、事業部門、広
報部、社長室、カスタマーリレー
ションセンター担当、カスタマー
リレーションセンター長 

國 分 秀 世 平成17年11月１日
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第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

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

11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 

(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。 

 

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)の中間連結

財務諸表並びに前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)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)の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監

査を受けております。 
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１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
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(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  12,500,708 18,023,323 18,261,017 

２ 受取手形及び売掛金  12,031,639 13,179,714 13,228,201 

３ 有価証券  1,793,891 2,072,430 2,040,576 

４ たな卸資産  196,348 1,026,945 1,035,922 

５ その他  3,196,269 3,539,917 3,660,564 

６ 貸倒引当金  △4,635 △45,006 △116,783 

流動資産合計   29,714,220 49.2 37,797,325 55.3  38,109,499 55.5

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 (注1)   

１ 建物及び構築物  11,302,073 10,914,231 11,281,455 

２ 工具器具備品  1,770,394 838,328 899,235 

３ 土地 (注2) 3,906,306 3,908,629 3,906,306 

４ その他  24,412 39,347 22,546 

有形固定資産合計  17,003,188 (28.1) 15,700,536 (23.0) 16,109,544 (23.4)

(2) 無形固定資産    

１ 営業権  ― 1,953,543 1,856,212 

２ 連結調整勘定  ― 5,248,537 5,206,435 

３ その他  1,156,330 759,288 815,460 

無形固定資産合計  1,156,330 (1.9) 7,961,369 (11.6) 7,878,107 (11.5)

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  7,992,881 2,823,317 2,612,000 

２ 土地再評価に係る 
繰延税金資産 

(注2) 629,598 629,598 629,598 

３ その他  3,945,303 3,481,336 3,343,694 

４ 貸倒引当金  △7,561 △27,393 △7,561 

投資その他の資産 
合計 

 12,560,221 (20.8) 6,906,858 (10.1) 6,577,731 (9.6)

固定資産合計   30,719,740 50.8 30,568,765 44.7  30,565,383 44.5

資産合計   60,433,961 100.0 68,366,091 100.0  68,674,883 100.0
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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(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  2,344 47,362 ― 

２ 短期借入金  ― 20,000 ― 

３ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

 ― 100,829 ― 

４ 未払費用  7,311,588 7,801,387 7,852,232 

５ 未払法人税等  2,726,058 2,888,507 1,864,930 

６ 未払消費税等  617,937 605,287 713,750 

７ 海外事業損失引当金  ― 95,247 95,247 

８ その他  629,483 3,143,094 4,150,749 

流動負債合計   11,287,412 18.7 14,701,717 21.5  14,676,910 21.4

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  ― 113,872 ― 

２ 退職給付引当金  4,342,435 5,036,874 4,596,943 

３ 役員退職慰労引当金  ― ― 53,975 

４ その他  55,032 141,154 57,823 

固定負債合計   4,397,467 7.3 5,291,902 7.8  4,708,742 6.8

負債合計   15,684,880 26.0 19,993,619 29.3  19,385,653 28.2

    

(少数株主持分)    

少数株主持分   62,783 0.1 212,826 0.3  71,245 0.1

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   16,825,881 27.8 16,825,881 24.6  16,825,881 24.5

Ⅱ 資本剰余金   8,660,959 14.3 15,480,579 22.6  15,480,579 22.5

Ⅲ 利益剰余金   22,647,490 37.5 21,543,852 31.5  19,610,778 28.5

Ⅳ 土地再評価差額金 (注2)  △944,397 △1.6 △944,397 △1.4  △944,397 △1.3

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金 

  92,039 0.2 286,457 0.4  160,380 0.2

Ⅵ 為替換算調整勘定   △20,187 △0.0 △33,803 △0.0  △34,371 △0.0

Ⅶ 自己株式   △2,575,487 △4.3 △4,998,925 △7.3  △1,880,867 △2.7

資本合計   44,686,298 73.9 48,159,645 70.4  49,217,984 71.7

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  60,433,961 100.0 68,366,091 100.0  68,674,883 100.0
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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(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   36,986,101 100.0 40,723,590 100.0  79,120,397 100.0

Ⅱ 売上原価   25,939,386 70.1 28,092,043 69.0  54,460,047 68.8

売上総利益   11,046,714 29.9 12,631,546 31.0  24,660,350 31.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 (注1)  4,786,458 13.0 6,696,264 16.4  12,371,055 15.7

営業利益   6,260,256 16.9 5,935,282 14.6  12,289,294 15.5

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  5,679 13,495 29,203 

２ 受取配当金  4,026 8,022 5,566 

３ 賃貸収入  7,559 6,075 14,976 

４ 投資事業組合運用益  ― 29,882 ― 

５ 為替差益  ― 20,966 ― 

６ 雑益  6,900 24,165 0.1 10,617 89,058 0.2 37,346 87,092 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  1 9 1 

２ 持分法による 
  投資損失 

 107,919 6,760 113,595 

３ コミットメント 
  ライン手数料 

 10,657 10,624 21,380 

４ 投資事業組合運用損  9,126 5,276 9,743 

５ 自己株式売買手数料  ― 3,518 ― 

６ 雑損  673 128,377 0.4 1,531 27,719 0.1 41,087 185,808 0.2

経常利益   6,156,044 16.6 5,996,620 14.7  12,190,578 15.4

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 (注2) 234,132 ― 236,578 

２ 投資有価証券売却益  7,899 ― 11,644 

３ 関係会社株式売却益  ― ― 106,435 

４ 会員権清算益  ― 6,069 ― 

５ 貸倒引当金戻入益  3,126 150 1,831 

６ 保険解約益  ― ― 36,443 

７ 受取保険金  150 ― 150 

８ 海外事業整理益 (注5) ― 245,308 0.7 64,530 70,750 0.2 ― 393,083 0.5

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 (注3) ― 71 347,402 

２ 固定資産除却損 (注4) 15,280 63,449 526,711 

３ 投資有価証券評価損  14,814 ― 15,746 

４ 会員権清算損  ― 373 ― 

５ 会員権評価損  19,500 ― 19,500 

６ 解約違約金  ― 5,379 14,681 

７ 前受金整理修正差額  ― ― 14,321 

８ 営業権減損損失 (注6) ― ― 874,687 

９ 海外事業整理損 (注6) ― ― 770,923 

10 貸倒引当金繰入額  ― 19,832 ― 

11 海外事業損失 
  引当金繰入額 

 ― 49,594 0.1 ― 89,106 0.2 98,931 2,682,904 3.4

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  6,351,758 17.2 5,978,264 14.7  9,900,757 12.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 2,715,559 2,985,488 4,788,063 

法人税等調整額  △1,989 2,713,569 7.4 △262,944 2,722,543 6.7 397,314 5,185,377 6.5

少数株主利益   4,325 0.0 4,831 0.0  7,581 0.0

中間(当期)純利益   3,633,863 9.8 3,250,889 8.0  4,707,798 6.0
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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(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  8,665,504 15,480,579  8,665,504

Ⅱ 資本剰余金増加高    

  株式交換による新株 
の発行 

 ― ―  6,819,620

Ⅲ 資本剰余金減少高    

自己株式処分差損  4,544 ―  4,544

Ⅳ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

 8,660,959 15,480,579  15,480,579

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  20,879,672 19,610,778  20,879,672

Ⅱ 利益剰余金増加高    

  中間(当期)純利益  3,633,863 3,250,889  4,707,798

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１ 配当金  1,697,182 1,213,626  2,808,091 

２ 役員賞与  138,728 102,500  138,728 

３ 自己株式処分差損  30,135 1,689  30,907 

４ 自己株式消却額  ― 1,866,045 ― 1,317,816 2,998,965 5,976,691

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

 22,647,490 21,543,852  19,610,778
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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(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

  税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 6,351,758 5,978,264 9,900,757

  減価償却費  507,739 586,712 1,139,206

  連結調整勘定償却額  ― 133,498 133,498

営業権減損損失  ― ― 1,264,351

営業権償却  15,000 15,000 30,000

  投資有価証券評価損  14,814 ― 15,746

  会員権評価損  19,500 ― 19,500

  退職給付引当金の増減額 
  (減少：△) 

 372,353 380,359 677,641

  役員退職慰労引当金の 
増減額(減少：△) 

 ― △53,975 4,070

  貸倒引当金の増減額 
(減少：△) 

 △3,126 △57,739 43,095

  海外事業損失引当金の 
増減額(減少：△) 

 ― ― 95,247

  受取利息及び受取配当金  △9,705 △21,517 △34,769

  支払利息  ― 9 1

  為替差損益  ― △46,400 60,310

  持分法による投資損益  107,919 6,760 113,595

  投資事業組合運用損益  9,126 △24,606 9,743

  投資有価証券売却損益  △7,899 ― △11,644

  関係会社株式売却益  ― ― △106,435

  固定資産売却損益  △234,132 71 110,823

  固定資産除却損  15,280 50,905 640,564

  会員権清算損益  ― △5,626 ―

  保険解約益  ― ― △36,443

  売上債権の増減額 
  (増加：△) 

 △562,517 314,799 △642,408

  たな卸資産の増減額 
  (増加：△) 

 △130,913 97,439 560,391

  その他流動資産の増減額 
  (増加：△) 

 53,113 95,603 107

  仕入債務の増減額 
  (減少：△) 

 △1,101 △1,742 116

  未払消費税等の増減額 
  (減少：△) 

 △364,363 △116,657 △286,583

  未払費用の増減額 
  (減少：△) 

 77,386 △94,646 303,925

  その他流動負債の増減額 
  (減少：△) 

 △345,708 △1,001,496 △1,505,632

  長期未払金の増減額 
  (減少：△) 

 ― 12,314 ―

  役員賞与の支払額  △138,728 △102,500 △138,728

小計  5,745,793 6,144,829 12,360,048

  利息及び配当金の受取額  167,377 21,348 190,337

  利息の支払額  ― △9 △1

  法人税等の支払額  △4,322,946 △1,904,676 △7,333,121

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,590,224 4,261,492 5,217,264
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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(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

  定期預金の預入 
による支出 

 △500,000 △700,000 △800,000

  定期預金の払戻 
による収入 

 1,000,000 400,000 1,200,000

  有価証券の取得 
  による支出 

 △300,900 ― △551,748

  有価証券の売却 
  による収入 

 200,000 ― 400,000

  有形固定資産 
の取得による支出 

 △154,590 △164,889 △304,584

  有形固定資産 
の売却による収入 

 296,140 67 1,098,799

  無形固定資産 
の取得による支出 

 △325,730 △81,753 △410,818

  無形固定資産 
の売却による収入 

 ― ― 1,570

  投資有価証券 
の売却による収入 

 4,611 ― 123,164

  投資その他の資産の取得 
  による支出 

 △191,336 △52,865 △228,253

  投資その他の資産の売却 
  による収入 

 47,983 138,162 389,442

  関係会社株式の取得 
  による支出 

 ― △39,394 ―

  連結の範囲の変更を 
  伴う関係会社株式の 
  売却による収入 

 ― ― 80,174

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 76,177 △500,673 997,747

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  △6,149 △3,132,620 △2,318,188

  自己株式の売却による収入  248,527 12,872 255,448

  少数株主からの払込に 
  よる収入 

 ― ― 5,205

  親会社による配当金の 
  支払額 

 △1,695,757 △1,213,679 △2,806,948

  長期未払金の返済による 
支出 

 △339,240 ― △344,527

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,792,620 △4,333,426 △5,209,010

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 575 22,917 △17,275

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額(減少：△) 

 △125,643 △549,690 988,725

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 11,226,351 16,861,048 11,226,351

Ⅶ 連結範囲の変更による 
  期首残高増加額 

 ― ― 4,645,971

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(注1) 11,100,708 16,311,357 16,861,048
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成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(７社) 
株式会社ジャパンアウト
ソーシング 
株式会社ジャパンキャス
ト 
株式会社メイテックグロ
ーバルソリューションズ 
株式会社スリーディーテ
ック 
アイエムエス株式会社 
株式会社メイサービス 
明達科（上海）諮詢有限
公司 

連結子会社(13社) 

株式会社ジャパンアウト

ソーシング 

株式会社ジャパンキャス

ト 

株式会社メイテックグロ

ーバルソリューションズ 

株式会社スリーディーテ

ック 

アイエムエス株式会社 

アポロ技研株式会社 

日本ドレーク・ビーム・

モリン株式会社 

Novations Group Inc. 

(ノベーションズ・グル

ープ・インク：持株会

社) 

Novations Group, Inc. 

(ノベーションズ・グル

ープ・インク：デラウェ

ア州) 

Novations Performance 

 Solutions, Ltd. 

(ノベーションズ・パフ

ォーマンス・ソリューシ

ョンズ・リミテッド) 

明達科（上海）科技有限

公司 

明達科（大連）科技培訓

有限公司 

上海阿波馬可科技有限公

司 

  
明達科（上海）諮詢有
限公司は平成17年８月
15日付にてライセンス
変更の認可を受け、明
達科（上海）科技有限
公司に組織変更してお
ります。 
アポロ技研株式会社
は、平成17年９月30日
付にて、第三者割当増
資の引き受け及び払い
込みにより連結子会社
となっております。 
ただし、看做取得日が
中間決算日のため、貸
借対照表のみを連結対
象に含めております。 

連結子会社(13社) 

株式会社ジャパンアウト

ソーシング 

株式会社ジャパンキャス

ト 

株式会社メイテックグロ

ーバルソリューションズ 

株式会社スリーディーテ

ック 

アイエムエス株式会社 

日本ドレーク・ビーム・

モリン株式会社 

日本キャリア・マスター

ズ株式会社 

Novations Group Inc. 

(ノベーションズ・グル

ープ・インク：持株会

社) 

Novations Group, Inc. 

(ノベーションズ・グル

ープ・インク：デラウェ

ア州) 

Novations Performance 

 Solutions, Ltd. 

(ノベーションズ・パフ

ォーマンス・ソリューシ

ョンズ・リミテッド) 

Novations Training 

 Solutions,Inc. 

(ノベーションズ・トレ

ーニング・ソリューショ

ンズ・インク) 

明達科（上海）諮詢有限

公司 

明達科（大連）科技培訓

有限公司 

  
平成16年10月１日に、
日本ドレーク・ビー
ム・モリン株式会社と
株式交換を実施し、同
社は当社の完全子会社
になっております。 
日本ドレーク・ビー
ム・モリン株式会社の
完全子会社化に伴い、
その子会社である日本
キャリア・マスターズ
株式会社、 Novations 
Group Inc.(ノベーショ
ンズ・グループ・ 
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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) 

  アポロ技研株式会社の
子会社化に伴い、その
子会社である上海阿波
馬可科技有限公司が連
結子会社になりまし
た。 
ただし、看做取得日が
中間連結決算日のた
め、貸借対照表のみを
連結対象に含めており
ます。 

インク：持株会社）が

子会社になっておりま

す。 
また、Novations Group 
Inc. （ノベーション
ズ・グループ・イン
ク：持株会社）が子会
社になったことに伴
い、その子会社である
Novations Group, Inc.
（ノベーションズ・グ
ループ・インク：デラ
ウェア州）、 
Novations Performance 

 Solutions,Ltd.( ノ ベ

ーションズ・パフォー

マンス・ソリューショ

ンズ・リミテッド)、

Novations Training 

 Solutions,Inc.（ノベ

ーションズ・トレーニ

ング・ソリューション

ズ・インク）が子会社

に な り ま し た 。

Novations Training 

 Solutions, Inc. （ノ

ベーションズ・トレー

ニング・ソリューショ

ンズ・インク）は海外

事業の整理（リスト

ラ）に伴い、Novations 

Group Inc.（ノベーシ

ョンズ・グループ・イ

ンク：持株会社）が保

有していた同社の株式

を、同社の事業年度末

日から連結会計年度末

日までの間に売却して

おります。このため、

連結会計年度末日まで

の間に生じた重要な取

引について、連結上必

要な調整を行っており

ます。 

日本キャリア・マスタ

ーズ株式会社について

は、平成17年３月10日

付にて日本ドレーク・

ビーム・モリン株式会

社からの株式譲渡によ

り、当社の子会社にな

っております。 
明達科(大連)科技培訓
有限公司は、平成16年
11月９日付にて新規設
立をいたしました。 
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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) 

  損益のみを連結している会
社（１社） 
日本キャリア・マスター
ズ株式会社  
日本キャリア・マスタ
ーズ株式会社は、平成
17年５月１日付にて株
式会社ジャパンキャス
トに吸収合併されてお
ります。 
当連結中間会計期間内
に合併されたため、損
益のみを連結対象とし
て含めております。 

損益のみを連結している

会社(１社) 

株式会社メイサービス 

株式会社メイサービス

は、MBO（マネジメント

バイアウト）の手法に

より設立された株式会

社エムエスホールディ

ングスに対して、当社

が保有していた株式会

社メイサービスの株式

を平成17年３月31日付

にて全て売却しており

ます。ただし、株式の

売却日が連結会計年度

末日のため、損益のみ

連結対象に含めており

ます。 

２ 持分法の適用に関
する事項 

(1) 持分法適用の関連会社
(７社) 

日本ドレーク・ビーム・
モリン株式会社 
日本キャリア・マスター
ズ株式会社 
Novations Group 
Inc.(ノベーションズ・
グループ・インク：持株
会社) 
Novations Group, 
Inc.(ノベーションズ・
グループ・インク：デラ
ウェア州) 
Novations Performance  
Solutions, Ltd.(ノベー
ションズ・パフォーマン
ス・ソリューションズ・
リミテッド) 
Novations Training 
 Solutions, Inc.（ノベ
ーションズ・トレーニン
グ・ソリューションズ・
インク） 
浙江明達科網新科技培訓
有限公司 
浙江明達科網新科技培
訓有限公司は、平成16
年７月１日付にて浙江
浙大網新科技股份有限
公司と合弁にて新規設
立いたしました。 

(1) 持分法適用の関連会社
(１社) 

浙江明達科網新科技培訓
有限公司 
 

(1) 持分法適用の関連会社
(７社) 

日本ドレーク・ビーム・
モリン株式会社 
日本キャリア・マスター
ズ株式会社 
Novations Group 
Inc.(ノベーションズ・
グループ・インク：持株
会社) 
Novations Group, 
Inc.(ノベーションズ・
グループ・インク：デラ
ウェア州) 
Novations Performance  
Solutions, Ltd.(ノベー
ションズ・パフォーマン
ス・ソリューションズ・
リミテッド) 
Novations Training 
 Solutions, Inc.（ノベ
ーションズ・トレーニン
グ・ソリューションズ・
インク） 
浙江明達科網新科技培訓
有限公司 
日本ドレーク・ビー
ム・モリン株式会社
は、平成16年９月30日
まで関連会社でありま
したので、該当期間の
同社業績については、
持分法を適用しており
ます。 
日本キャリア・マスタ
ーズ株式会社は、平成
16年９月30日まで関連
会社でありましたの
で、該当期間の同社業
績については、持分法
を適用しております。 
Novations Group Inc.
（ノベーションズ・グ
ループ・インク：持株 
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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) 

   会社）は、平成16年９
月30日まで関連会社で
ありましたので、該当
期間の同社業績につい
ては、持分法を適用し
ております。 
Novations Group, Inc.
（ノベーションズ・グ
ループ・インク：デラ
ウェア州）は、平成16
年９月30日まで関連会
社でありましたので、
該当期間の同社業績に
ついては、持分法を適
用しております。 
Novations Performance
 Solutions, Ltd. （ノ
ベーションズ・パフォ
ーマンス・ソリューシ
ョンズ・リミテッド）
は、平成16年９月30日
まで関連会社でありま
したので、該当期間の
同社業績については、
持分法を適用しており
ます。 
Novations Training 
 Solutions, Inc. （ノ
ベーションズ・トレー
ニング・ソリューショ
ンズ・インク）は、平
成16年９月30日まで関
連会社でありましたの
で、該当期間の同社業
績については、持分法
を適用しております。 
浙江明達科網新科技培
訓有限公司は、平成16
年７月１日付にて浙江
浙大網新科技股份有限
公司と合弁にて新規設
立いたしました。 

 (2)持分法適用会社のう
ち、中間決算日が中間
連結決算日と異なる会
社については、各社の
中間会計期間に係る中
間財務諸表を使用して
おります。 

(2) 同左 (2)持分法適用会社のう
ち、決算日が連結決算
日と異なる会社につい
ては、各社の事業年度
に係る財務諸表を使用
しております。 

 (3)連結調整勘定相当額に
ついては、20年間の均
等償却を行っておりま
す。 

 
――――― 

 

(3)連結調整勘定相当額に
ついては、20年間の均
等償却を行います。 
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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) 

３ 連結子会社の中間
決算日(決算日)等
に関する事項 

連結子会社の中間決算日が
中間連結決算日と異なる会
社は次のとおりでありま
す。 
会社名 
明達科（上海）諮詢有
限公司 

中間決算日 
６月30日 
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、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。 

連結子会社の中間決算日が
中間連結決算日と異なる会
社は次のとおりでありま
す。 
会社名 

Novations Group 

 Inc.(ノベーションズ・

グループ・インク：持株

会社) 

Novations Group, 

 Inc.(ノベーションズ・

グループ・インク：デラ

ウェア州) 

Novations Performance 

 Solutions,Ltd.(ノベー

ションズ・パフォーマン

ス・ソリューションズ・

リミテッド) 

明達科(上海)科技有限公

司 

明達科（大連）科技培訓

有限公司 

上海阿波馬可科技有限公

司 
中間決算日 
６月30日 
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、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。 
なお、アポロ技研株式
会社は毎年５月末日
を、決算日としており
ましたが、当年８月の
当該会社の株主総会に
て３月31日を決算日と
する決算期変更を行っ
ております。 
変更前の決算期におけ
る、当該会社の中間決
算日は11月 30日です
が、９月30日現在で実
施した中間決算に準じ
た仮決算に基づく財務
諸表を使用しておりま
す。 

連結子会社の決算日が連結
決算日と異なる会社は次の
とおりであります。 
会社名 
Novations Group 

 Inc.(ノベーションズ・

グループ・インク：持株

会社) 

Novations Group, 

 Inc.(ノベーションズ・

グループ・インク：デラ

ウェア州) 

Novations Performance 

 Solutions,Ltd.(ノベー

ションズ・パフォーマン

ス・ソリューションズ・

リミテッド) 

明達科(上海)諮詢有限公

司 

明達科（大連）科技培訓

有限公司 

決算日  

12月31日 
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、
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。 
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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) 

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 

① 有価証券 
  満期保有目的の債券 
   償却原価法(定額法)

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法 

① 有価証券 
――――― 

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法 

① 有価証券 
  満期保有目的の債券 
   償却原価法(定額法)

   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 
   決算期末日の市場価

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) 

   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 デリバティブ 
   時価法 

② デリバティブ 
   同左 

 ② たな卸資産 
  仕掛品 
   個別法による原価法

③ たな卸資産 
  仕掛品 
   個別法による原価法
   ただし、在外連結子

会社については平均
法に基づく低価法に
よっております。 

③ たな卸資産 
  仕掛品 
   同左 

 (2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法 

① 有形固定資産 
   定率法 
   ただし、一部の建物

については定額法 
   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ
ります。 

   建物及び構築物 
７～50年

   工具器具備品 
３～15年

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法 

① 有形固定資産 
   定率法 
   ただし、一部の建物

及び在外子会社につ
いては定額法 

   なお、主な耐用年数
は以下のとおりであ
ります。 

   建物及び構築物 
７～50年

   工具器具備品 
３～15年

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法 

① 有形固定資産 
   同左 

 ② 無形固定資産 
   定額法 

② 無形固定資産 
   定額法 
   ただし、米国の連結

子会社の営業権及び
耐用年数が確定でき
ない無形固定資産に
ついては、米国財務
会計基準書第142号
「営業権及びその他
の無形固定資産」の
適用により、償却は
行わず、年一回及び
減損の可能性を示す
事象が発生した時点
で、減損の有無につ
いて判定を行うこと
としております。 

   これらの資産の公正
価額は一般的に割引
キャッシュ・フロー
分析を用いた算定に
よります。 

② 無形固定資産 
   同左 

 ③ 長期前払費用 
   定額法 

③ 長期前払費用 
   同左 

③ 長期前払費用 
   同左 
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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) 

 (3) 重要な引当金の計上基
準 

① 貸倒引当金 
   売上債権等の貸倒損

失に備えるため、一
般債権については貸
倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の
債権については個別
に回収可能性を検討
し、回収不能見込額
を計上しておりま
す。 

(3) 重要な引当金の計上基
準 

① 貸倒引当金 
   売上債権等の貸倒損

失に備えるため、一
般債権については貸
倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の
債権については個別
に回収可能性を検討
し、回収不能見込額
を計上しておりま
す。 

   米国の連結子会社は
売上債権の年齢に応
じて一定率を計上し
ております。 

(3) 重要な引当金の計上基
準 

① 貸倒引当金 
   同左 

  ② 海外事業損失引当金 
   一部の連結子会社に

おいて、海外事業の
見直し及び一部事業
の整理に伴う損失に
備えるため、損失見
込額を計上しており
ます。 

② 海外事業損失引当金 
   同左 

 ② 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に

備えるため、当連結
会計年度末における
退職給付債務及び年
金資産の見込額に基
づき、当中間連結会
計期間末において発
生していると認めら
れる額を計上してお
ります。 

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
金資産の見込額に基
づき計上しておりま
す。 

    過去勤務債務は、そ
の発生時の従業員の
平均残存勤務期間以
内の一定の年数(10
年)による定額法に
より費用処理してお
ります。 

 過去勤務債務は、そ
の発生時の従業員の
平均残存勤務期間以
内の一定の年数(10
年)による定額法に
より費用処理してお
ります。 

 数理計算上の差異
は、各連結会計年度
の発生時における従
業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年
数(10年)による定額
法により按分した額
をそれぞれ発生連結
会計年度から費用処
理しております。 

 数理計算上の差異
は、各連結会計年度
の発生時における従
業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年
数(10年)による定額
法により按分した額
をそれぞれ発生連結
会計年度から費用処
理しております。 

  ④ 役員退職慰労引当金 
 
――――― 

④ 役員退職慰労引当金 
一部の連結子会社に
おいて、役員退職慰
労金の支払に備える
ため、取締役及び監
査役の退職慰労金支
給に関する内規に基
づく期末要支給額を
計上しております。
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前中間連結会計期間 
(自 平成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) 

  （追加情報） 
  一部の連結子会社にお
いて、役員退職慰労金
の支払に備えるため、
取締役及び監査役の退
職慰労金支給に関する
内規に基づく期末要支
給額を計上しておりま
した。しかしながら、
当該連結子会社の定時
株主総会において、当
社グループの基本方針
に基づき、役員退職慰
労金制度を凍結しまし
た。従って、株主総会
決議以前の引当額を確
定支払金額として未払
金計上しており、新た
な引当金の計上を取り
止めております。 

 

 
 

(4) 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、
中間連結決算日の直
物為替相場により円
貨に換算し、収益及
び費用は期中平均相
場により円貨に換算
し、換算差額は少数
株主持分及び資本の
部における為替換算
調整勘定に含めてお
ります。 

(4) 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 

(4) 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、連
結決算日の直物為替
相場により円貨に換
算し、収益及び費用
は期中平均相場によ
り円貨に換算し、換
算差額は少数株主持
分及び資本の部にお
ける為替換算調整勘
定に含めておりま
す。 

 (5) 重要なリース取引の処
理方法 

   リース物件の所有権
が借主に移転すると
認められるもの以外
のファイナンス・リ
ース取引について
は、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じ
た会計処理によって
おります。 

(5) 重要なリース取引の処
理方法 

   同左 

(5) 重要なリース取引の処
理方法 

   同左 

  (6) 重要なヘッジ会計の方
法 

① ヘッジ会計の方法 
   通貨スワップについ

ては、振当処理の要
件を満たす場合は振
当処理を行っており
ます。 

(6) 重要なヘッジ会計の方
法 

① ヘッジ会計の方法 
   同左 
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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) 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対
象 

   ヘッジ手段 
通貨スワップ取引

   ヘッジ対象 
外貨建貸付金 

② ヘッジ手段とヘッジ対
象 

   同左 
 
 

  ③ ヘッジ方針 
   デリバティブ取引に

関する権限規程及び
取引限度額を定めた
内部規定に基づき、
外貨建貸付金に係る
為替相場変動リスク
をヘッジしておりま
す。 

③ ヘッジ方針 
   同左 
 
 

  ④ ヘッジ有効性評価の方
法 

   通貨スワップについ
ては、ヘッジ対象と
ヘッジ手段の行使
日、金額等の条件が
ほぼ同一であり、相
関関係が高いことか
ら、有効性の判定は
省略しております。

④ ヘッジ有効性評価の方
法 

   同左 
 

 (6) その他中間連結財務諸
表作成のための基本と
なる重要な事項 

① 消費税等の会計処理 
   税抜方式 

(7) その他中間連結財務諸
表作成のための基本と
なる重要な事項 

① 消費税等の会計処理 
   同左 

(7) その他連結財務諸表作
成のための基本となる
重要な事項 

① 消費税等の会計処理 
   同左 

 ② 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 」
(「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)
が平成16年３月31日
に終了する連結会計
年度に係る連結財務
諸表から適用できる
ことになったことに
伴い、平成16年３月
期連結会計年度から
同会計基準及び同適
用指針を適用してお
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
表規則に基づき当該
各資産の金額から直
接控除しておりま
す。 

 
―――――― 

② 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 」

(「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)

が平成16年３月31日

に終了する連結会計

年度に係る連結財務

諸表から適用できる

ことになったことに

伴い、前連結会計年

度から同会計基準及

び同適用指針を適用

しております。 
なお、減損損失累計
額については、改正
後の連結財務諸表規
則に基づき当該各資
産の金額から直接控
除しております。 
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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) 

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 

中間連結キャッシュ・フロ
ー計算書における資金(現
金及び現金同等物)は、手
許現金、随時引き出し可能
な預金及び容易に換金可能
であり、かつ、価値の変動
について僅少なリスクしか
負わない取得日から３ヶ月
以内に償還期限の到来する
短期投資からなっておりま
す。 

   同左 連結キャッシュ・フロー計
算書における資金(現金及
び現金同等物)は、手許現
金、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動につ
いて僅少なリスクしか負わ
ない取得日から３ヶ月以内
に償還期限の到来する短期
投資からなっております。
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成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) 

注１ 控除されている有形固定資産
の減価償却累計額 

 12,468,393千円
 

注１ 控除されている有形固定資産
の減価償却累計額 

 13,977,009千円

注１ 控除されている有形固定資産
の減価償却累計額 

 13,335,212千円
注２ 土地再評価 
   「土地の再評価に関する法

律」(平成10年３月31日公布
法律第34号)及び「土地の再
評価に関する法律の一部を改
正する法律」(平成11年３月
31日改正)に基づき事業用の
土地の再評価を行っておりま
す。なお、当該評価差額に係
る税金相当額を土地再評価に
係る繰延税金資産として資産
の部に計上し、これを控除し
た金額を土地再評価差額金と
して資本の部に計上しており
ます。 

注２ 土地再評価 
   同左 

注２ 土地再評価 
   同左 

   再評価を行った年月日 
平成12年３月31日 

   再評価の方法 
   土地の再評価に関する法律施

行令(平成10年３月31日公布 
政令第119号)第２条第４号に
定める地価税法(平成３年法
律第69号)第16条に規定する
地価税の課税価格の計算の基
礎となる土地の価額を算出す
るために国税庁長官が定めて
公表した方法により算出した
価額に基づいて、奥行価格補
正等合理的な調整を行って算
出しております。 

   再評価を行った年月日 
   同左 
   再評価の方法 
   同左 
 

   再評価を行った年月日 
   同左 
   再評価の方法 
   同左 
 

   再評価を行った土地の当中間
連結会計期間末における時価
と再評価後の帳簿価額との差
額 

 △1,379,677千円
 

   再評価を行った土地の当中間
連結会計期間末における時価
と再評価後の帳簿価額との差
額 

 △1,542,658千円
 

   再評価を行った土地の当連結
会計期間末における時価と再
評価後の帳簿価額との差額 

 
 △1,379,677千円
 

注３ 貸出コミットメント契約 
   当社は、資本効率の向上を図

りつつ、必要な時に運転資金
の効率的な調達を行うため取
引銀行７行及び取引生保２生
保と貸出コミットメント契約
を締結しております。 

   当中間連結会計期間の末日に
おける貸出コミットメント契
約に係る借入未実行残高等は
次のとおりであります。 
貸出コミット 
メントの総額 

6,000,000 千円

借入実行残高 ─ 千円
差引額 6,000,000 千円

 

注３ 貸出コミットメント契約 
   同左 
 
 
 
 
 
   当中間連結会計期間の末日に

おける貸出コミットメント契
約に係る借入未実行残高等は
次のとおりであります。 
貸出コミット
メントの総額

6,000,000千円

借入実行残高 ―千円
差引額 6,000,000千円

 

注３ 貸出コミットメント契約 
   同左 
 
 
 
 
 
   当連結会計年度末における貸

出コミットメント契約に係る
借入未実行残高等は次のとお
りであります。 
貸出コミット 
メントの総額 

6,000,000千円

借入実行残高 ―千円
差引額 6,000,000千円

 
 

―   ― 37



ファイル名:080_a_0831600501712 更新日時:12/9/2005 2:46 PM 印刷日時:05/12/16 10:40 

(中間連結損益計算書関係) 

 

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) 

注１ 販売費及び一般管理費 
   主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 
報酬、給与 
及び賞与 

1,863,519 千円 

退職給付費用 52,161 千円 
減価償却費 494,509 千円 

 

注１ 販売費及び一般管理費 
   主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 
報酬、給与 
及び賞与 

2,836,884千円

退職給付費用 51,602千円
役員退職慰労
引当金繰入額

1,778千円

地代家賃 350,328千円
減価償却費 540,584千円
連結調整勘定
償却額 

133,498千円
 

注１ 販売費及び一般管理費 
   主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 
報酬、給与 
及び賞与 

4,989,323千円

退職給付費用 97,219千円
役員退職慰労 
引当金繰入額 

4,070千円

地代家賃 705,391千円
減価償却費 1,062,243千円
連結調整勘定 
償却額 

133,498千円
 

注２ 固定資産売却益 
工具器具備品 234,132千円 

 

注２  
―――――― 

注２ 固定資産売却益 
建物及び構築物 1,216千円
工具器具備品 234,132千円
無形固定資産 
（その他） 

1,229千円
 

注３ 
―――――― 

 

注３ 固定資産売却損 
工具器具備品 71千円

 
 

 

注３ 固定資産売却損 
工具器具備品 346,402千円
附帯費用 1,000千円
予てよりの懸案事項であっ
た、当社がメセナ活動の一
環として所有していたクラ
シックカー（ブガッティ・
ロワイヤル）を売却致しま
した。当該売却による固定
資産売却損338,100千円は、
上記の工具器具備品に含ま
れております。 

注４ 固定資産除却損 
建物及び構築物 1,715千円 
工具器具備品 13,323千円 
有形固定資産 
(その他) 

53千円 

無形固定資産 
(その他) 

188千円 
 

注４ 固定資産除却損 
建物及び構築物 44,103千円
工具器具備品 4,321千円
附帯費用 14,800千円
無形固定資産 
(その他) 

224千円
 

注４ 固定資産除却損 
建物及び構築物 58,767千円
工具器具備品 36,894千円
有形固定資産 
(その他) 

53千円

附帯費用 48,841千円
無形固定資産 
(その他) 

382,153千円

無形固定資産（その他）の
除却損の主なものは新基幹
システムの再構築によるも
のであります。 

注５  
―――――― 

 

注５ 海外事業整理益 
   日本ドレーク・ビーム・モリ

ン株式会社の米国子会社
Novations Group Inc.（ノベ
ーションズ・グループ・イン
ク：持株会社）の業績不振に
伴う、リストラ関連の整理益
であります。 

   既に前連結会計年度において
事業再編及び撤退する事業に
関する営業権の減損及びその
他の事業整理に関する損失に
ついて、海外事業整理損を計
上しており、前連結会計年度
においては、未確定で計上の
されなかったリストラに伴う
利益を確定に伴い計上してお
ります。 

注５  
―――――― 
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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) 

注６  
―――――― 

 

注６  
―――――― 

 

注６ 営業権減損損失及び海外事業
整理損 
日本ドレーク・ビーム・モリ
ン株式会社の米国子会社
Novations Group Inc.（ノベ
ーションズ・グループ・イン
ク：持株会社）の業績不振に
伴う、リストラ関連の損失で
あります。 
存続する事業に関する営業権
の減損について、営業権減損
損失を計上しております。 
事業再編及び撤退する事業に
関する営業権の減損及びその
他の事業整理に関する損失に
ついて、海外事業整理損を計
上しております。 

   なお、海外事業整理損に含ま
れる営業権の減損損失は
389,664千円であります。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成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) 

注１ 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 

(平成16年９月30日) 
現金及び預金勘定 12,500,708 千円 
預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△1,500,000 千円 

有価証券勘定に含
まれる公社債投資
信託 

100,000 千円 

現金及び 
現金同等物 

11,100,708 千円 

  

注１ 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 

(平成17年９月30日)
現金及び預金勘定 18,023,323千円
預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△2,012,000千円

取得日から３ヶ月
以内に償還期限の
到来する短期投資
(有価証券) 

300,033千円

現金及び 
現金同等物 

16,311,357千円

  

注１ 現金及び現金同等物の期末残
高と連結貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係

 
(平成17年３月31日)

現金及び預金勘定 18,261,017千円
預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△1,600,000千円

取得日から３ヶ月
以内に償還期限の
到来する短期投資
(有価証券) 

200,031千円

現金及び 
現金同等物 

16,861,048千円
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(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 
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連結会計
期間末残高相当額 

 

 工具 
器具 
備品 
(千円) 

 その他
(車両
運搬具)
(千円)

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

 

13,134 

 

4,345

 

17,479 

減価償却 
累計額 
相当額 

 

10,988 

 

3,258

 

14,247 

中間連結 
会計期間 
末残高 
相当額 

 

2,145 

 

1,086

 

3,231 

 

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 
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連結会計
期間末残高相当額 

 
建物
(千円)

工具
器具
備品
(千円)

その他
(車両
運搬具)
(千円)

取得価額
相当額 

15,408 78,896 4,345

減価償却
累計額 
相当額 

428 50,038 4,345

中間連結
会計期間
末残高 
相当額 

14,980 28,858 ―

 

 

無形固定
資産その他
(ソフト
ウェア)
(千円) 

合計 
(千円)

取得価額
相当額 

10,168 108,818

減価償却
累計額 
相当額 

3,084 57,895

中間連結
会計期間
末残高 
相当額 

7,083 50,922

 

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 
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連結会計年度
末残高相当額 

 

 工具 
器具 
備品 
(千円) 

 その他 
(車両 
運搬具) 
(千円) 

合計
(千円)

取得価額
相当額 

 

5,250 

 

4,345 9,595

減価償却
累計額 
相当額 

 

4,112 

 

3,983 8,095

連結会計
年度末 
残高 
相当額 

 

1,137 

 

362 1,499

 

取得価額相当額は、未経過リース料
中間連結会計期間末残高が有形固定
資産の中間連結会計期間末残高等に
占める割合が低いため、支払利子込
み法により算定しております。 

  同左 取得価額相当額は、未経過リース料
連結会計年度末残高の有形固定資産
の連結会計年度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。 

未経過リース料中間連結会計期間末
残高相当額 

１年内 2,507千円 

１年超 724千円 

合計 3,231千円 

未経過リース料中間連結会計期間末
残高相当額は、未経過リース料中間
連結会計期間末残高が有形固定資産
の中間連結会計期間末残高等に占め
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。 

未経過リース料中間連結会計期間末
残高相当額 

１年内 16,479千円

１年超 34,443千円

合計 50,922千円

同左 

未経過リース料連結会計年度末残高
相当額 

１年内 1,412千円

１年超 87千円

合計 1,499千円

未経過リース料連結会計年度末残高
相当額は、未経過リース料連結会計
年度末残高が有形固定資産の連結会
計年度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。 

支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 1,667千円 

減価償却費相当額 1,667千円 
 

支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 877千円

減価償却費相当額 877千円
 

支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 2,498千円

減価償却費相当額 2,498千円
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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) 

減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残存価
額を零とする定額法によっておりま
す。 

減価償却費相当額の算定方法 
同左 

減価償却費相当額の算定方法 
同左 

オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 

１年内 680千円 

１年超 817千円 

合計 1,498千円 

  

オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 
 

―――――― 

オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 

１年内 680千円

合計 680千円
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

株式 470,094 596,001 125,906

債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 198,962 197,276 △1,686

その他 ― ― ―

その他 1,647,975 1,643,865 △4,109

計 2,317,032 2,437,143 120,110

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 

 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

  非上場株式(店頭売買株式を除く) 82,159

  公社債投資信託 150,026

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券 (その他有価証券で時価のない株式14,814千円)の減損処理

を行っております。 

当該有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には著し

く下落したものとし、時価の推移及び発行体の財政状態等の検討により回復可能性を判断し、回復可能性

のない銘柄を対象としております。 
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当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

株式 467,275 888,898 421,622

債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 199,089 198,309 △780

その他 ― ― ―

その他 2,048,887 2,072,430 23,542

計 2,715,252 3,159,638 444,385

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 

 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

  非上場株式 1,269,722

  投資事業組合 466,387

(注) 当中間連結会計期間において、有価証券については該当するものがなかったために減損処理は行っており

ません。 

   当該有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には著し

く下落したものとし、時価の推移及び発行体の財政状態等の検討により回復可能性を判断し、回復可能性

のない銘柄を対象としております。 
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前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

株式 466,494 737,456 270,961

債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 199,026 199,226 200

その他 ― ― ―

その他 2,048,867 2,040,576 △8,291

計 2,714,388 2,977,258 262,870

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 

 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

  非上場株式 1,208,822

  投資事業組合 466,496

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券(その他有価証券で時価のない株式15,746千円)の減損処理を行

っております。 

当該有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には著し

く下落したものとし、時価の推移及び発行体の財政状態等の検討により回復可能性を判断し、回復可能性

のない銘柄を対象としております。 
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(デリバティブ取引関係) 

 

前中間連結会計年度（平成16年９月30日） 

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

当中間連結会計年度（平成17年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

区分 種類 契約額等（千円）
契約額のうち 
１年超（千円）

時価（千円） 評価損益（千円）

市場取引 
以外の取引 

通貨スワップ取引 

受取米ドル、支払円 
1,791,000 ― 109,853 109,853

 (注)１ 時価の算定方法 

  取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２ 上記の通貨スワップ取引は、在外連結子会社に対する貸付金をヘッジ対象としたものであ

り、当該取引を利用している連結子会社の個別財務諸表上にて振当処理を行っているもの

であります。 

 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

区分 種類 契約額等（千円）
契約額のうち 
１年超（千円）

時価（千円） 評価損益（千円）

市場取引 
以外の取引 

通貨スワップ取引 

受取米ドル、支払円 
1,791,000 ― 207,483 207,483

 (注)１ 時価の算定方法 

  取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２ 上記の通貨スワップ取引は、在外連結子会社に対する貸付金をヘッジ対象としたものであ

り、当該取引を利用している連結子会社の個別財務諸表上にて振当処理を行っているもの

であります。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

当社企業グループは、サービス提供内容、サービス提供形態等の類似性から判断して、専ら

アウトソーシング事業を行っておりますので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりま

せん。 

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) 

 
アウト 

ソーシング 
研修事業

アウトプレ
ースメント

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する
売上高(千円) 

37,442,716 1,882,641 1,398,232 40,723,590 ― 40,723,590

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高(千円) 

8,196 ― 16,171 24,368 (24,368) ― 

計(千円) 37,450,913 1,882,641 1,414,403 40,747,958 (24,368) 40,723,590

 営業費用(千円) 31,277,523 1,861,212 1,540,441 34,679,177 109,130 34,788,307

 営業利益又は営業 
 損失(△)(千円) 

6,173,389 21,428 △126,038 6,068,780 (133,498) 5,935,282

 
 (注)１ 事業区分の方法 

事業はその内容と市場の類似性を考慮して区分しております。 

当社では、日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社の完全子会社化等に伴い、前連結会計年

度よりアウトソーシング、研修事業、アウトプレースメントの3つに区分して事業の種類別

セグメント情報を記載しております。 

２ 各区分の主な事業内容 

 ①アウトソーシング・・・エンジニアリングアウトソーシングを中心とした各種アウトソー

シング事業 

 ②研修事業・・・研修、コンサルティング、研修用教材販売事業 

 ③アウトプレースメント・・・再就職支援事業 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容 

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 133,498千円の内訳は連結

調整勘定償却額であります。 
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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) 

 
アウト 

ソーシング 
研修事業

アウトプレ
ースメント

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する
売上高(千円) 

74,538,412 2,510,448 2,071,535 79,120,397 ― 79,120,397

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高(千円) 

2,926 ― 16,326 19,253 (19,253) ― 

計(千円) 74,541,339 2,510,448 2,087,862 79,139,650 (19,253) 79,120,397

 営業費用(千円) 61,705,568 2,794,399 2,216,889 66,716,857 114,245 66,831,102

 営業利益又は営業 
 損失(△)(千円) 

12,835,770 △283,950 △129,026 12,422,793 (133,498) 12,289,294

 
 (注)１ 事業区分の方法 

事業はその内容と市場の類似性を考慮して区分しております。 

当社では、日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社の完全子会社化等に伴い、当連結会計年

度よりアウトソーシング、研修事業、アウトプレースメントの3つに区分して事業の種類別

セグメント情報を記載しております。 

２ 各区分の主な事業内容 

 ①アウトソーシング・・・エンジニアリングアウトソーシングを中心とした各種アウトソー

シング事業 

 ②研修事業・・・研修、コンサルティング、研修用教材販売事業 

 ③アウトプレースメント・・・再就職支援事業 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容 

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 133,498千円の内訳は連結

調整勘定償却額であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

明達科(上海)諮詢有限公司が中国（中華人民共和国）に所在いたしますが、全セグメントの

売上高の合計額に占める本邦の売上高の金額の割合が100分の90を超えているため、所在地別セ

グメント情報の記載は省略しております。 

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) 

 日本 北米 中国 計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する
売上高(千円) 

38,833,087 1,882,641 7,861 40,723,590 ― 40,723,590

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高(千円) 

― ― ― ― ― ― 

計(千円) 38,833,087 1,882,641 7,861 40,723,590 ― 40,723,590

 営業費用(千円) 32,778,691 1,861,212 14,905 34,654,809 133,498 34,788,307

 営業利益又は営業 
 損失(△)(千円) 

6,054,395 21,428 △7,044 6,068,780 (133,498) 5,935,282

 
 (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主な国又は地域 

 ①北米・・・米国、カナダ 

 ②中国 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容 

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 133,498千円の内訳は連結

調整勘定償却額であります。 
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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) 

 日本 北米 中国 計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する
売上高(千円) 

76,604,578 2,510,448 5,370 79,120,397 ― 79,120,397

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高(千円) 

― ― ― ― ― ― 

計(千円) 76,604,578 2,510,448 5,370 79,120,397 ― 79,120,397

 営業費用(千円) 63,867,057 2,794,399 36,147 66,697,604 133,498 66,831,102

 営業利益又は営業 
 損失(△)(千円) 

12,737,520 △283,950 △30,776 12,422,793 (133,498) 12,289,294

 
 (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主な国又は地域 

 ①北米・・・米国、カナダ 

 ②中国 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容 

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 133,498千円の内訳は連結

調整勘定償却額であります。 

 

【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) 

海外売上高が連結売上高の100分の10未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

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) 

 北米 中国 計 

Ⅰ海外売上高(千円) 1,882,641 7,861 1,890,502

Ⅱ連結売上高(千円) ― ― 40,723,590

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 4.6 0.0 4.6

 (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主な国又は地域 

 ①北米・・・米国、カナダ 

 ②中国 

３ 海外売上高は、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。 

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) 

 北米 中国 計 

Ⅰ海外売上高(千円) 2,510,448 5,370 2,515,819

Ⅱ連結売上高(千円) ― ― 79,120,397

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 3.1 0.0 3.1

 (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主な国又は地域 

 ①北米・・・米国、カナダ 

 ②中国 

３ 海外売上高は、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。 
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(１株当たり情報) 

 

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) 

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 1,287.19円
 

１株当たり純資産額 1,299.98円
 

１株当たり純資産額 1,295.04円
 

１株当たり中間純利益 
金額 

104.80円
 

１株当たり中間純利益 
金額 

86.00円
 

１株当たり当期純利益 
金額 

126.61円
 

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益金額 

104.64円

 

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益金額 

85.99円

 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金額 

126.36円

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 
 

 

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株当たり中間純利益金額 
 

１株当たり中間純利益金額 
 

１株当たり当期純利益金額 
 

  中間純利益(千円) 3,633,863
 

  中間純利益(千円) 3,250,889
 

  当期純利益(千円) 4,707,798
 

  普通株主に帰属しな 
  い金額(千円) 

―

 

  普通株主に帰属しな
  い金額(千円) 

―

 

  普通株主に帰属しな 
  い金額(千円) 

102,500

 
  (うち利益処分に 
  よる役員賞与金 
  (千円)) 

─

 

  (うち利益処分に 
  よる役員賞与金 
  (千円)) 

―

 

  (うち利益処分に 
  よる役員賞与金 
 
 
 (千円)) 

102,500

  普通株式に係る 
  中間純利益(千円) 

3,633,863

 

  普通株式に係る 
  中間純利益(千円) 

3,250,889

 

  普通株式に係る 
  当期純利益(千円) 

4,605,298

 
  普通株式の期中平均 
株式数(千株) 

34,672

 

  普通株式の期中平均
株式数(千株) 

37,799

 

  普通株式の期中平均 
株式数(千株) 

36,373

 
潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

  中間純利益調整額 
  (千円) 

―

 

  中間純利益調整額 
  (千円) 

―

 

  当期純利益調整額 
  (千円) 

―

 
  普通株式増加数 
  (千株) 

52

 

  普通株式増加数 
  (千株) 

4

 

  普通株式増加数 
  (千株) 

70

 
  (うち新株予約権 
  (千株)) 

52

 

  (うち新株予約権 
  (千株)) 

4

 

  (うち新株予約権 
  (千株)) 

70
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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) 

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

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

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

平成10年６月26日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 5,530

対象株式数(株) 16,300
 

平成10年６月26日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 5,530

対象株式数(株) 11,300
 

平成10年６月26日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 5,530

対象株式数(株) 11,300
 

平成11年６月29日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 3,997

対象株式数(株) 21,500
 

平成11年６月29日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 3,997

対象株式数(株) 14,000
 

平成11年６月29日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 3,997

対象株式数(株) 14,000
 

平成12年６月29日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,280

対象株式数(株) 26,000
 

平成12年６月29日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,280

対象株式数(株) 18,500
 

平成12年６月29日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,280

対象株式数(株) 18,500
 

平成13年６月26日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,280

対象株式数(株) 130,000
 

平成13年６月26日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,280

対象株式数(株) 19,500
 

平成13年６月26日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,280

対象株式数(株) 122,500
 

平成15年６月24日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,166

対象株式数(株) 128,000
 

平成15年６月24日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,166

対象株式数(株) 120,000
 

平成15年６月24日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,166

対象株式数(株) 124,000
 

平成16年６月24日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,370

対象株式数(株) 111,000
 

平成16年６月24日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,370

対象株式数(株) 96,000
 

平成16年６月24日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,370

対象株式数(株) 107,000
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(重要な後発事象) 

 

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) 

株式交換による日本ドレーク・ビー

ム・モリン株式会社の完全子会社化 

 

当社と当社の持分法適用関連会社で

あります日本ドレーク・ビーム・モ

リン株式会社とは、平成16年６月24

日開催の両社の株主総会において承

認が決議された株式交換契約書のと

おり、商法第352条の規定に基づく

株式交換を平成16年10月１日で実施

しております。 

これに伴い、日本ドレーク・ビー

ム・モリン株式会社は当社の完全子

会社となりました。 

この株式交換に伴う新株発行によ

り、当社普通株式の発行済株式数が

3,799,950株増加しております。これ

を受けて、当社の資本準備金が

6,819,620千円増加し、連結調整勘定

相当額(借方)が629,685千円増加して

おります。 

 

―――――― 

 

―――――― 

 

(2) 【その他】 

平成18年１月１日付をもって連結子会社であります株式会社ジャパンアウトソーシングの社名を

株式会社メイテックフィルダーズに変更いたします。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
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(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  11,818,345 15,457,589 13,564,634 

２ 受取手形  187,423 218,268 234,519 

３ 売掛金  10,230,408 10,004,549 10,388,199 

４ 有価証券  1,793,891 2,072,430 2,040,576 

５ たな卸資産  175,274 125,006 38,049 

６ その他  2,735,303 2,796,664 2,782,113 

７ 貸倒引当金  △2,104 △2,066 △2,145 

流動資産合計   26,938,542 45.9 30,672,444 45.5  29,045,946 44.3

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 (注1)   

１ 建物  11,123,187 10,503,376 10,810,279 

２ 工具器具備品  1,739,072 634,874 686,804 

３ 土地 (注2) 3,906,306 3,906,306 3,906,306 

４ その他  190,624 170,981 180,140 

有形固定資産合計  16,959,192 (28.9) 15,215,538 (22.6) 15,583,530 (23.8)

(2) 無形固定資産  1,075,912 (1.9) 573,153 (0.8) 636,066 (1.0)

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  875,436 1,626,714 1,484,405 

２ 関係会社株式  8,362,308 15,518,961 15,198,669 

３ 土地再評価に係 
  る繰延税金資産 

(注2) 629,598 629,598 629,598 

４ その他  3,811,012 3,200,324 2,927,559 

５ 貸倒引当金  △4,453 △24,285 △4,453 

投資その他の資産 
合計 

 13,673,902 (23.3) 20,951,312 (31.1) 20,235,778 (30.9)

固定資産合計   31,709,006 54.1 36,740,004 54.5  36,455,376 55.7

資産合計   58,647,548 100.0 67,412,448 100.0  65,501,323 100.0
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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(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 未払費用  5,949,842 6,102,348 6,153,253 

２ 未払法人税等  2,403,698 2,539,339 1,558,601 

３ 未払消費税等 (注3) 488,098 460,860 535,682 

４ 関係会社預り金  3,278,114 5,324,186 3,581,169 

５ その他  504,762 635,413 786,950 

流動負債合計   12,624,516 21.5 15,062,148 22.3  12,615,657 19.2

Ⅱ 固定負債    

  退職給付引当金  4,315,500 4,955,206 4,575,328 

固定負債合計   4,315,500 7.4 4,955,206 7.4  4,575,328 7.0

負債合計   16,940,016 28.9 20,017,354 29.7  17,190,986 26.2

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   16,825,881 28.7 16,825,881 24.9  16,825,881 25.7

Ⅱ 資本剰余金    

  資本準備金  8,660,959 15,480,579 15,480,579 

資本剰余金合計   8,660,959 14.7 15,480,579 23.0  15,480,579 23.6

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  4,202,596 4,202,596 4,202,596 

２ 任意積立金  9,500,000 9,500,000 9,500,000 

３ 中間(当期) 
  未処分利益 

 5,948,027 7,058,855 4,945,439 

利益剰余金合計   19,650,624 33.5 20,761,451 30.8  18,648,035 28.5

Ⅳ 土地再評価差額金 (注2)  △944,397 △1.6 △944,397 △1.4  △944,397 △1.4

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金 

  89,951 0.2 270,502 0.4  181,104 0.3

Ⅵ 自己株式   △2,575,487 △4.4 △4,998,925 △7.4  △1,880,867 △2.9

資本合計   41,707,531 71.1 47,395,093 70.3  48,310,336 73.8

負債資本合計   58,647,548 100.0 67,412,448 100.0  65,501,323 100.0
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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(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   30,384,180 100.0 30,365,999 100.0  61,109,850 100.0

Ⅱ 売上原価 (注5)  20,938,141 68.9 21,155,299 69.7  42,087,979 68.9

売上総利益   9,446,038 31.1 9,210,699 30.3  19,021,871 31.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 (注5)  3,939,978 13.0 3,832,532 12.6  7,802,627 12.8

営業利益   5,506,060 18.1 5,378,167 17.7  11,219,244 18.3

Ⅳ 営業外収益 (注1)  465,495 1.5 371,778 1.2  530,896 0.9

Ⅴ 営業外費用 (注2)  20,818 0.0 20,000 0.0  35,250 0.0

経常利益   5,950,736 19.6 5,729,945 18.9  11,714,890 19.2

Ⅵ 特別利益 (注3)  242,031 0.8 79 0.0  525,776 0.8

Ⅶ 特別損失 (注4)  49,556 0.2 40,406 0.2  800,872 1.3

税引前中間(当期) 
純利益 

  6,143,211 20.2 5,689,618 18.7  11,439,794 18.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 2,401,324 2,646,783 4,186,239 

法人税等調整額  △3,735 2,397,589 7.9 △379,897 2,266,885 7.4 399,874 4,586,114 7.5

中間(当期)純利益   3,745,622 12.3 3,422,732 11.3  6,853,679 11.2

前期繰越利益   2,232,540 3,637,812  2,232,540

自己株式処分差損   30,135 1,689  30,907

自己株式消却額   ― ―  2,998,965

中間配当額   ― ―  1,110,908

中間(当期)未処分 
利益 

  5,948,027 7,058,855  4,945,439
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 
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 
  満期保有目的の債券 
   償却原価法(定額法)
  子会社株式及び関連会

社株式 
   移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 
――――― 

 
  子会社株式 
   移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 
  満期保有目的の債券 
   償却原価法(定額法)
  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 
   決算期末日の市場価

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) 

   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 
  仕掛品 
   個別法による原価法

(2) たな卸資産 
  仕掛品 
   同左 

(2) たな卸資産 
  仕掛品 
   同左 

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、一部の建物

については定額法 
   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ
ります。 

   建物、構築物 
７～50年

   工具器具備品 
３～15年

(1) 有形固定資産 
   同左 

(1) 有形固定資産 
   同左 

 (2) 無形固定資産 
   定額法 

(2) 無形固定資産 
   同左 

(2) 無形固定資産 
   同左 

 (3) 長期前払費用 
   定額法 

(3) 長期前払費用 
   同左 

(3) 長期前払費用 
   同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
   売上債権等の貸倒損

失に備えるため、一
般債権については貸
倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の
債権については個別
に回収可能性を検討
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 
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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) 

 (2) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に

備えるため、当事業
年度末における退職
給付債務及び年金資
産の見込額に基づ
き、当中間会計期間
末において発生して
いると認められる額
を計上しておりま
す。 

(2) 退職給付引当金 
   同左 

(2) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に

備えるため、当事業
年度末における退職
給付債務及び年金資
産の見込額に基づき
計上しております。

    過去勤務債務は、そ
の発生時の従業員の
平均残存勤務期間以
内の一定の年数(10
年)による定額法に
より費用処理してお
ります。 

    過去勤務債務は、そ
の発生時の従業員の
平均残存勤務期間以
内の一定の年数(10
年)による定額法に
より費用処理してお
ります。 

 数理計算上の差異
は、各事業年度の発
生時における従業員
の平均残存勤務期間
以内の一定の年数
(10年)による定額法
により按分した額を
それぞれ発生事業年
度から費用処理して
おります。 

 数理計算上の差異
は、各事業年度の発
生時における従業員
の平均残存勤務期間
以内の一定の年数
(10年)による定額法
により按分した額を
それぞれ発生事業年
度から費用処理して
おります。 

４ 外貨建の資産及び
負債の本邦通貨へ
の換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中
間決算日の直物為替相場に
より円貨に換算し、換算差
額は損益として処理してお
ります。 

   同左 外貨建金銭債権債務は、期
末日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は
損益として処理しておりま
す。 

５ リース取引の処理
方法 

リース物件の所有権が借主
に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リ
ース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によってお
ります。 

   同左    同左 

 

―   ― 56



ファイル名:110_0831600501712 更新日時:12/9/2005 2:49 PM 印刷日時:05/12/16 10:49 

 

 
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) 

６ 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 

(1) 消費税等の会計処理 
   税抜方式 

消費税等の会計処理 
   同左 
 

(1) 消費税等の会計処理 
   同左 
 

 (2) 固定資産の減損に係
る会計基準 
当社は、「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）が平
成16年３月31日に
終了する事業年度
に係る財務諸表か
ら適用できること
になったことに伴
い、平成16年３月
期から同会計基準
及び同適用指針を
適 用 し て お り ま
す。 

 
―――――― 

(2) 固定資産の減損に係
る会計基準 
当社は、「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）が平
成16年３月31日に
終了する事業年度
に係る財務諸表か
ら適用できること
になったことに伴
い、前事業年度か
ら同会計基準及び
同適用指針を適用
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
規則に基づき当該各
資産の金額から直接
控除しております。

 なお、減損損失累計
額については、改正
後の財務諸表等規則
に基づき当該各資産
の金額から直接控除
しております。 

 

表示方法の変更 

 

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) 

（中間貸借対照表関係） 
関係会社株式は、前中間期まで、固定資産の投資その
他の資産のその他に含めて表示しておりましたが、当
中間期末において資産の合計額の100分の５を超えた
ため区分掲記しております。 
なお、前中間期末の関係会社株式の金額は965,808千
円であります。 

 
―――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成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) 

注１ 控除されている有形固定資産
の減価償却累計額 

 12,403,732千円
 

注１ 控除されている有形固定資産
の減価償却累計額 

 13,069,369千円

注１ 控除されている有形固定資産
の減価償却累計額 

 12,747,666千円
注２ 土地再評価 
   「土地の再評価に関する法

律」(平成10年３月31日公布
法律第34号)及び「土地の再
評価に関する法律の一部を改
正する法律」(平成11年３月
31日改正)に基づき事業用の
土地の再評価を行っておりま
す。なお、当該評価差額に係
る税金相当額を土地再評価に
係る繰延税金資産として資産
の部に計上し、これを控除し
た金額を土地再評価差額金と
して資本の部に計上しており
ます。 

注２ 土地再評価 
   同左 

注２ 土地再評価 
   同左 

   再評価を行った年月日 
平成12年３月31日 

   再評価の方法 
   土地の再評価に関する法律施

行令(平成10年３月31日公布 
政令第119号)第２条第４号に
定める地価税法(平成３年法
律第69号)第16条に規定する
地価税の課税価格の計算の基
礎となる土地の価額を算出す
るために国税庁長官が定めて
公表した方法により算出した
価額に基づいて、奥行価格補
正等合理的な調整を行って算
出しております。 

 

   再評価を行った年月日 
   同左 
   再評価の方法 
   同左 
 

   再評価を行った年月日 
   同左 
   再評価の方法 
   同左 
 

   再評価を行った土地の当中間
期末における時価と再評価後
の帳簿価額との差額 

 △1,379,677千円
 

   再評価を行った土地の当中間
期末における時価と再評価後
の帳簿価額との差額 

 △1,542,658千円
 

   再評価を行った土地の当期末
における時価と再評価後の帳
簿価額との差額 

 △1,379,677千円
 

注３ 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、流動負債
の未払消費税等として表示し
ております。 

注３ 消費税等の取扱い 
   同左 

注３  
―――――― 

注４ 貸出コミットメント契約 
   当社は、資本効率の向上を図

りつつ、必要な時に運転資金
の効率的な調達を行うため取
引銀行７行及び取引生保２生
保と貸出コミットメント契約
を締結しております。 

   当中間会計期間末における貸
出コミットメント契約に係る
借入未実行残高等は次のとお
りであります。 
貸出コミット 
メントの総額 

6,000,000 千円

借入実行残高 ─ 千円
差引額 6,000,000 千円

 

注４ 貸出コミットメント契約 
   同左 
 
 
 
 
 
   当中間会計期間末における貸

出コミットメント契約に係る
借入未実行残高等は次のとお
りであります。 
貸出コミット
メントの総額

6,000,000千円

借入実行残高 ―千円
差引額 6,000,000千円

 

注４ 貸出コミットメント契約 
   同左 
 
 
 
 
 
   当事業年度末における貸出コ

ミットメント契約に係る借入
未実行残高等は次のとおりで
あります。 
貸出コミット 
メントの総額 

6,000,000千円

借入実行残高 ―千円
差引額 6,000,000千円
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(中間損益計算書関係) 

 

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) 

注１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息 1,396千円 
受取配当金 418,330千円 

 

注１ 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 2,477千円
受取配当金 287,449千円
投資事業組合
運用益 

29,882千円
 

注１ 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 3,176千円
有価証券利息 24,644千円
受取配当金 419,870千円

 

注２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息 418千円 
コミット 
メントライン 
手数料 

10,657千円 

投資事業組合 
運用損 

9,126千円 
 

注２ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 494千円
コミット 
メントライン
手数料 

10,624千円

投資事業組合
運用損 

5,276千円
 

注２ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 889千円
コミット 
メントライン 
手数料 

21,380千円

投資事業組合 
運用損 

9,743千円
 

注３ 特別利益のうち主要なもの 
固定資産 
売却益 

234,132千円 
 

注３  
―――――― 

注３ 特別利益のうち主要なもの 
固定資産 
売却益 

234,132千円

関係会社株式 
売却益 

280,000千円
 

注４ 
―――――― 

注４ 
―――――― 

注４特別損失のうち主要なもの 
固定資産 
売却損 

347,402千円

固定資産 
除却損 

418,223千円
 

注５ 減価償却実施額 
有形固定資産 386,092千円 
無形固定資産 108,288千円 

 

注５ 減価償却実施額 
有形固定資産 384,053千円
無形固定資産 105,768千円

 

注５ 減価償却実施額 
有形固定資産 780,026千円
無形固定資産 214,265千円
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(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 
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会計期間
末残高相当額 

 

 その他 
(車両 
運搬具) 
(千円) 

 

取得価額 
相当額 

 

4,345

 

減価償却 
累計額 
相当額 

 

3,258

 

中間会計 
期間期末 
残高 
相当額 

 

1,086

 

取得価額相当額は、未経過リース料
中間会計期間末残高の有形固定資産
の中間会計期間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。 

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 
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会計期間
末残高相当額 

 
建物
(千円)

その他
(車両
運搬具)
(千円)

合計
(千円)

取得価額
相当額 

15,408 4,345 19,753

減価償却
累計額 
相当額 

428 4,345 4,773

期末残高
相当額 

14,980 ― 14,980

同左 
 
 
 
 

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 
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 

 

 その他 
(車両 
運搬具) 
(千円) 

 

取得価額
相当額 

4,345

 

減価償却
累計額 
相当額 

3,983

 

期末残高
相当額 

362

 

取得価額相当額は、未経過リース料
期末残高の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。
 

未経過リース料中間会計期間末残高
相当額 

１年内 362千円 

１年超 724千円 

合計 1,086千円 

未経過リース料中間会計期間末残高
相当額は、未経過リース料中間会計
期間末残高の有形固定資産の中間会
計期間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。 

未経過リース料中間会計期間末残高
相当額 

１年内 2,568千円

１年超 12,412千円

合計 14,980千円

同左 

未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 362千円

合計 362千円

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。 

支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 1,448千円 

減価償却費相当額 1,448千円 
 

支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 790千円

減価償却費相当額 790千円
 

支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,488千円

減価償却費相当額 1,488千円
 

減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残存価
額を零とする定額法によっておりま
す。 

減価償却費相当額の算定方法 
同左 

減価償却費相当額の算定方法 
同左 

オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 

１年内 680千円 

１年超 817千円 

合計 1,498千円 

  

 
―――――― 

オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 

１年内 680千円

合計 680千円
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(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 

前中間会計期間末（平成16年９月30日） 

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはございません。 

関連会社である日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社は平成16年10月１日をもって当社との株式交換

により100％子会社となりました。これに先立ち、平成16年９月27日をもって上場廃止となりましたので、

平成16年９月30日時点では取引可能な時価はございません。 

 

当中間会計期間末（平成17年９月30日） 

子会社及び関係会社株式で時価のあるものはございません。 

 

前事業年度末（平成17年３月31日） 

子会社及び関係会社株式で時価のあるものはございません。 

 

(１株当たり情報) 

 

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 1,201.39円
 

１株当たり純資産額 1,279.35円
 

１株当たり純資産額 1,271.33円
 

１株当たり中間純利益 
金額 

108.02円
 

１株当たり中間純利益 
金額 

90.54円
 

１株当たり当期純利益 
金額 

185.84円
 

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益金額 

107.86円

 

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益金額 

90.53円

 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金額 

185.48円

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 
 

 

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株当たり中間純利益金額 
 

１株当たり中間純利益金額 
 

１株当たり当期純利益金額 
 

  中間純利益(千円) 3,745,622
 

  中間純利益(千円) 3,422,732
 

  当期純利益(千円) 6,853,679
 

  普通株主に帰属しな 
  い金額(千円) 

―

 

  普通株主に帰属しな
  い金額(千円) 

―

 

  普通株主に帰属しな 
  い金額(千円) 

94,000

 
  (うち利益処分 
  による役員賞与金 
  (千円)) 

―

 

  (うち利益処分 
  による役員賞与金 
  (千円)) 

―

 

  (うち利益処分 
  による役員賞与金 
  (千円)) 

94,000

 
  普通株式に係る 
  中間純利益(千円) 

3,745,622

 

  普通株式に係る 
  中間純利益(千円) 

3,422,732

 

  普通株式に係る 
  当期純利益(千円) 

6,759,679

 
  普通株式の期中平均 
株式数(千株) 

34,672

 

  普通株式の期中平均
株式数(千株) 

37,799

 

  普通株式の期中平均 
株式数(千株) 

36,373
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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) 

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

  中間純利益調整額 
  (千円) 

―

 

  中間純利益調整額 
  (千円) 

―

 

  当期純利益調整額 
  (千円) 

―

 
  普通株式増加数 
  (千株) 

52

 

  普通株式増加数 
  (千株) 

4

 

  普通株式増加数 
  (千株) 

70

 
  (うち新株予約権 
  (千株)) 

52

 

  (うち新株予約権 
  (千株)) 

4

 

  (うち新株予約権 
  (千株)) 

70

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

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

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

平成10年６月26日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 5,530

対象株式数(株) 16,300
 

平成10年６月26日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 5,530

対象株式数(株) 11,300
 

平成10年６月26日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 5,530

対象株式数(株) 11,300
 

平成11年６月29日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 3,997

対象株式数(株) 21,500
 

平成11年６月29日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 3,997

対象株式数(株) 14,000
 

平成11年６月29日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 3,997

対象株式数(株) 14,000
 

平成12年６月29日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,280

対象株式数(株) 26,000
 

平成12年６月29日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,280

対象株式数(株) 18,500
 

平成12年６月29日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,280

対象株式数(株) 18,500
 

平成13年６月26日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,280

対象株式数(株) 130,000
 

平成13年６月26日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,280

対象株式数(株) 19,500
 

平成13年６月26日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,280

対象株式数(株) 122,500
 

平成15年６月24日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,166

対象株式数(株) 128,000
 

平成15年６月24日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,166

対象株式数(株) 120,000
 

平成15年６月24日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,166

対象株式数(株) 124,000
 

平成16年６月24日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,370

対象株式数(株) 111,000
 

平成16年６月24日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,370

対象株式数(株) 96,000
 

平成16年６月24日株主総会決議
の新株予約権(ストックオプシ
ョン) 
行使価額(円) 4,370

対象株式数(株) 107,000
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(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) 

株式交換による日本ドレーク・ビー
ム・モリン株式会社の完全子会社化 
 
当社と当社の持分法適用関連会社で
あります日本ドレーク・ビーム・モ
リン株式会社とは、平成16年６月24
日開催の両社の株主総会において承
認が決議された株式交換契約書のと
おり、商法第352条の規定に基づく
株式交換を平成16年10月１日付で実
施しております。 
これに伴い、日本ドレーク・ビー
ム・モリン株式会社は当社の完全子
会社となりました。 
この株式交換に伴う新株発行によ
り、当社普通株式の発行済株式数が
3,799,950株増加しております。これ
を受けて、当社の資本準備金が
6,819,620千円増加しております。 

 
―――――― 

 
―――――― 

 

(2) 【その他】 

中間配当 

第33期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)中間配当については、平成17年11月７

日開催の取締役会において、平成17年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記

録された株主に対して次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

イ 中間配当金の総額 1,630,032千円

ロ １株当たりの中間配当額 44円00銭

ハ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成17年11月28日

 

 

―   ― 63



ファイル名:120_0831600501712 更新日時:12/9/2005 2:48 PM 印刷日時:05/12/16 10:52 

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32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24日 
関東財務局長に提出 

(2) 
有価証券報告書 
の訂正報告書 

   
平成17年７月19日 
関東財務局長に提出 

自平成16年４月１日至平成17年３月31日事業年度(第32期)の有価証券報告書に係る証券取引法第24条の２第１
項に基づく訂正報告書であります。 

(3) 
有価証券報告書 
の訂正報告書 

   
平成17年９月５日 
関東財務局長に提出 

自平成16年４月１日至平成17年３月31日事業年度(第32期)の有価証券報告書に係る証券取引法第24条の２第１
項に基づく訂正報告書であります。 
(4)  自己株券買付状況 

報告書 
 
 

  

 

平成17年４月８日 
平成17年５月12日 
平成17年６月13日 
平成17年７月８日 
平成17年９月９日 
平成17年10月13日 
平成17年11月９日 
平成17年12月12日 
関東財務局長に提出 

(5)  
 

自己株券買付状況 
報告書の訂正報告書

  
 
平成17年４月25日 
関東財務局長に提出 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成17年12月15日

株式会社メイテック 

取締役会 御中 

 

監査法人 トーマツ  

 

 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  宮  坂  泰  行  ㊞ 

 

 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  海 老 原  一  郎  ㊞ 

 

 

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メイテックの平成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、株式会社メイテ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。 

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、その原本は当社が別途保管して

おります。 
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独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成16年12月２日

株式会社メイテック 

取締役会 御中 

 

監査法人 トーマツ  

 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  加  藤  明  司  ㊞ 

 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  宮  坂  泰  行  ㊞ 

 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  海 老 原  一  郎  ㊞ 

 

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

れている株式会社メイテックの平成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、株式会社メイテ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。 

 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成16年10月１日付で日本ドレーク・ビーム・

モリン株式会社を株式交換により完全子会社化している。 

 

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、その原本は当社が別途保管して

おります。 
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独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成17年12月15日

株式会社メイテック 

取締役会 御中 

 

監査法人 トーマツ  

 

 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  宮  坂  泰  行  ㊞ 

 

 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  海 老 原  一  郎  ㊞ 

 

 

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メイテックの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第３３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、株式会社メイテックの平成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。 

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、その原本は当社が別途保管して

おります。 
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独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成16年12月２日

株式会社メイテック 

取締役会 御中 

 

監査法人 トーマツ  

 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  加  藤  明  司  ㊞ 

 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  宮  坂  泰  行  ㊞ 

 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  海 老 原  一  郎  ㊞ 

 

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

れている株式会社メイテックの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第32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、株式会社メイテックの平成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。 

 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成16年10月１日付で日本ドレーク・ビーム・

モリン株式会社を株式交換により完全子会社化している。 

 

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、その原本は当社が別途保管して

おります。 
 






