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１．平成18年６月中間期の業績（平成17年７月１日～平成17年12月31日）
(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月中間期 1,933 (  0.2) 121 ( 806.8) 307 (　─　)
16年12月中間期 1,930 (△1.1) 13 (△89.9) △74 (　─　)

17年６月期 3,669 104 △5

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年12月中間期 240 (  ─　) 42 52 　　　　――――――
16年12月中間期 △84 (  ─　) △14 93 　　　　――――――

17年６月期 △99 △18 51 　　　　――――――

（注）①持分法投資損益 17年12月中間期 ─ 百万円 16年12月中間期 ─ 百万円 17年６月期 ─ 百万円
②期中平均株式数 17年12月中間期 5,660,658株 16年12月中間期 5,660,992株 17年６月期 5,660,658株
③会計処理の方法の変更 有
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）配当状況  
１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円 銭 円 銭

17年12月中間期 　　　　――――――　　 　　　　――――――
16年12月中間期 　　　　――――――　　 　　　　――――――

17年６月期 　　　　――――――　　 10 00
 

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月中間期 4,060 2,858 70.4 505 08
16年12月中間期 4,020 2,550 63.4 450 65

17年６月期 3,889 2,595 66.7 457 62

（注）①期末発行済株式数 17年12月中間期 6,140,850株 16年12月中間期 6,140,850株 17年６月期 6,140,850株
②期末自己株式数 17年12月中間期 480,597株 16年12月中間期 480,501株 17年６月期 480,597株

(4）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

17年12月中間期 93 303 △146 658
16年12月中間期 △200 14 74 440

17年６月期 △1 10 △151 408

２．平成18年6月期の業績予想（平成17年７月１日～平成18年６月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭
通　期 3,850 403 290 12 50 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　51円23銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。



１．企業集団の状況

　当社は企業集団を構成する関係会社がありません。また、当社との間で継続的で緊密な事業上の関係がある関連当事

者もないため、該当事項はありません。

２．経営方針

１．会社経営の基本方針

　当社は、無煙ロースターの事業を通じて、「お客様の繁盛に役立つ企業」を経営理念とし、その理念のもとに常に

お客様の視点から捉えた経営の実現を目指しております。

　また、「お客様との信用、信頼関係を構築すること」が当社における営業活動の根幹を成すものと位置づけ、お客

様からのニーズやお客様へのサービスに対し、より早くより的確にお応えすることを経営の基本方針としております。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の１つとして位置づけております。現在及び、今後の事業収益を

ベースに、将来の事業展開や経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金の確保など、総合的に勘案し、利

益還元を継続的かつ安定的に実施することを基本方針としております。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針

　当社は、当社株式の流動性向上及び株主数増加のため、投資家のより投資しやすい環境を整えるべく、１単元の株

式数の見直しを図り、平成16年12月１日より、１単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。

４．目標とする経営指標

　当社は、売上高経常利益率の向上を目標としております。そのためには、製造原価のコストダウンを図り、また販

売管理費の節減に努め、より付加価値の高い製品、サービスを提供することによって中長期的に売上高経常利益率を

高める努力をしてまいります。

　また、株主重視の観点から「１株当たり当期純利益」につきましても重要な指標と位置づけております。

５．中長期的な会社の経営戦略

　当社のメイン事業である無煙ロースター関連につきましては、機器のみの販売から脱却し、「繁盛店作り」をコン

セプトとしたトータルシステムの提案・販売を行い、受注の拡充を図ってまいります。　

　また、国内景気はまだまだ予断を許さない状況であり、外食産業も相当厳しい環境であることが予想されるため、

当社は海外進出に重点を置き、海外市場の開拓を進めていく所存であります。

　さらに、環境問題が取りざたされる昨今、臭気問題は大きな社会問題となっております。「環境浄化指向企業」と

して外部臭気処理システムの開発、製品化を実現いたしました。このシステムは焼肉業界のみならず、他の外食産業

やパチンコ産業でのニーズを満たすものであり、今後もますます販売の拡充を図るとともに、更に視野を大きく広げ、

色々な分野への進出を図ってまいります。

６．会社の対処すべき課題

　今後のわが国経済を展望いたしますと、企業収益の改善を始め、個人消費も一部に回復の動きがみられるなど、今

後も緩やかな改善が期待されます。しかし、焼肉業界におきましては、平成17年12月に米国産牛肉の輸入再開が実施

されましたが、平成18年１月に再び輸入禁止となり、本格的景気回復まで波及するには、時間がかかるものと予想さ

れます。このような状況の中、当社は、お客様の新規出店や既存店の改装等の設備投資マインドを後退させないため

に、お客様に対してアドバイス、情報提供等を実施し、売上の確保を図ってまいります。

　また、コスト面におきましても引き続き更なるコストダウン、経費の削減を図り、利益の出る企業体質を構築する

所存であります。

７．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主の代理人として選ばれた取締役で構成する取締

役会が「株主への義務の履行」「株主の利益」を念頭におき、経営責任及び報告責任を果たすための体制を整備する

ことです。



　当社は取締役、監査役体制を軸に、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。そして、経営の意思決定

に関する合議体制として、取締役会を毎月1回開催しております。この取締役会には、監査役も出席し、取締役会の

チェック機能の役割も果たしております。監査役会につきましては、社外監査役2名を含む3名で構成され、取締役会

と同様に毎月1回開催し、会社の業務運営全般にわたる監査に取り組んでおります。

　また、当社は、経営監視機能の観点から社外取締役1名、社外監査役2名を任用しております。社外取締役及び社外

監査役は、当社の経営に参画し、監視、監督の役割を担っております。

　なお、社外取締役1名は、当社株式を5,500株保有しております。

取締役および監査役に支払った当中間期の報酬について

　役員報酬の内容

　　取締役の当中間期報酬総額　59,700千円

　　監査役の当中間期報酬総額　 2,750千円

　　（注）利益処分による役員賞与を含みます。

　内部監査は、監査室が監査方針および内部監査計画に基づき業務全般にわたり、定期的な内部監査を実施しており

ます。また、内部管理体制の整備、運用状況について当社は、社長の指名により構成された内部監査チームによって、

定期的に各部門の業務執行が法令、社内規定に違反することなく遂行されているかを監査し、その監査報告と改善に

向けた助言、提言を行っております。監査役も随時内部監査に同行し、内部監査チームと連携して業務監査を実施し

ております。

　社内規定につきましては、随時内容を整備し、徹底を図っております。内部管理体制の充実に向けた取組みは、上

記の社内規定の整備と内部監査による改善を主軸に進めてまいりました。法令の遵守、インサイダー取引の禁止、情

報・リスク管理、人権尊重など役員及び従業員全員が遵守しなければならない基本事項の徹底を図っております。

　会計監査につきましては、中央青山監査法人と監査契約を結び、財務書類の監査証明を受けております。当期にお

いて業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係わる補助者の構成については下記のとおりです。なお、会計監

査人と当社との間に特別の利害関係はありません。

・業務を執行した公認会計士の氏名

　　指定社員　業務執行社員：稲越千束、柴田光明

・会計監査業務に係わる補助者の構成

　　公認会計士　7名、その他　6名

・公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条１項に規定する業務に基づく報酬

　　年間　8,000千円

　今後とも効率性、透明性の高い経営体制の確立に向けて積極的に取り組んでまいります。



当社のコーポレート・ガバナンス体制を図式化すると次のとおりとなります。

８．関連当事者との関係に関する基本方針

　重要な関連当事者はありません。

９．その他経営上の重要な事項

　該当事項はありません。



３．経営成績

１．当期の概況

　当中間期におけるわが国経済は、堅調な内需と輸出の回復により景気のすそ野の広がりを見せていますが、業況の

先行きについては製造業、非製造業とも慎重な見方が強い状況にあります。

　焼肉業界につきましては、米国産牛肉の輸入禁止措置がとられていましたが、平成17年12月に条件付ながら輸入解

禁となりました。しかし、わずか１ヵ月後の平成18年１月に再び輸入禁止となってしまいました。業界に明るさが見

えていた矢先でありましたので、またしばらくの間は、厳しい経営環境が続くものと思われます。

　このような状況下におきまして、当社は、引き続き無煙ロースターの販売だけでなく空調システム、脱臭システム

等の販売に取り組んでまいりました。

　その結果、売上高は1,933百万円（前年同期比0.2％増）となりました。利益につきましては、売上利益率の高い製

品売上が増加したため、営業利益は121百万円（前年同期比806.8％増）と大幅に増加いたしました。また、経常損益

は、有価証券売却益（84百万円）と有価証券評価益（90百万円）を計上したために、経常利益307百万円（前年同期

は74百万円の損失）となりました。

　その結果、中間純利益は、240百万円（前年同期は84百万円の損失）となりました。

　品目別売上高は次の通りであります。

 （単位：千円）

品目

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前期
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

売上高 構成比 売上高 構成比 金額 増減率

製品 489,796 25.4% 577,352 29.9 1,105,943 30.1%

部材品 279,996 14.5 301,355 15.6 567,536 15.5

据付工事 362,390 18.8 415,880 21.5 752,396 20.5

その他内装工事 682,804 35.3 425,356 22.0 1,028,863 28.0

商品 115,471 6.0 213,421 11.0 215,235 5.9

合計 1,930,459 100.0 1,933,365 100.0 3,669,975 100.0

　（注）　上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．キャッシュ・フローの概況

　当中間期における現金及び現金同等物は、前事業年度に比べ250百万円増加し当中間期末残高は、658百万円となり

ました。 

　当中間期における各キャッシュ・フローの状況、それらの要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　営業活動によるキャッシュフローは、93百万円の増加となりました。

　その主な要因は、税引前当期中間純利益が303百万円であったこと、売上債権の減少85百万円があったこと等による

ものであります。

　一方、有価証券評価益90百万円、有価証券売却益84百万円等によって、資金は減少しました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュフローは、303百万円の増加となりました。

　その主な要因は、有価証券の売却による収入348百万円があったこと等によるものであります。

　一方、有価証券の取得による支出74百万円等によって資金は減少しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュフローは、146百万円の減少となりました。

　その主な要因は、短期借入金により380百万円の収入があったものの短期借入金の返済に427百万円、配当金の支払

いに56百万円があったこと等によるものです。 



３．通期の見通し

　平成18年６月期の通期業績につきましては、米国産牛肉の輸入再開が実施されるまでは、引き続き厳しい経営環境

に置かれると予想されます。

　このような状況の中、当社は、お客様との信頼関係を構築しながら売上の確保を図ってまいります。

　なお、通期の見通しにつきましては、当中間期の業績を考慮し売上高3,850百万円、経常利益403百万円、当期純利

益290百万円を見込んでおります。

４．事業等のリスク

　当社の経営成績、株価および財務の状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、当中間会計期間末現在において、当社が判断したものであります。

（１）事業内容について

　当社の主要事業である無煙ロースターの事業については、平成13年９月に日本国内において、初めてＢＳＥ（牛海

綿状脳症）感染した牛が発見され、消費者の牛肉に対する不安感が増大したことから、当社の主力販売先である焼肉

店の業績において多大な影響を受けました。

　その後、米国内でＢＳＥに感染された牛が発見され、米国産牛肉の輸入禁止措置が講じられておりました。しかし、

平成17年12月に輸入解禁となりましたが、平成18年1月には再び輸入禁止となってしまいました。その結果、牛肉の価

格はいまだ高騰したままで、焼肉店の経営環境は相変わらず厳しさを増しております。現状では、焼肉店は平成13年

当時のような危機的な状態ではありませんが、今後とも新たにＢＳＥが発生することにより、焼肉店の新規出店や異

業種からの参入が減少し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（２）当社を取り巻く環境について

①　競合等の影響について　　

　当社では競合他社に打ち勝つために、品質の向上、メンテナンスサービスの充実に取り組み、より高い付

　　　加価値ある製品、システムを販売してまいりますが、競合他社の中には低価格競争のみで販売拡充を

図ろうとしているところもあります。低価格化が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　新製品開発への対応について

　当社は、環境浄化を目指す企業として活動しております。そして、より高品質、高付加価値の製品、シス

テム開発の創造を実現するために、常に技術と顧客ニーズを的確に把握し、魅力ある製品、システム開発を

行っておりますが、市場や業界のニーズの変化に適切な対応ができなかった場合には、将来の成長と収益性

を低下させ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　製造物責任について

　当社は、その事業および製品のため、社内で厳しい基準のもとに品質と信頼性の維持確保に努めておりま

すが、万が一製品が予期せぬ不具合を起こした場合、製造物責任に関する対処あるいはその他の義務に直面

する可能性があります。国内外ともＰＬ保険に加入をしておりますが、保険で対応出来ない程のコストが発

生した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④　知的財産について 

　当社は長年にわたり、自社が製造する製品に関連する多数の特許および商標を保有し、もしくはその権利

を取得しています。これらの特許および商標は、当社のこれまでの事業の成長にとって重要だったものであ

り、その重要性は今後も変わりません。このような知的財産が広範囲にわたって保護出来ないこと、あるい

は違法に侵害されることによって、当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　保有株式について

　当社は、上場および非上場の株式を保有しております。全般的かつ大幅な株価下落が生じた場合には、保

有有価証券に減損または評価損が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。



４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成16年12月31日)

当中間会計期間末
(平成17年12月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年６月30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 612,336 830,410 607,305

２．受取手形 ※３ 89,177 111,559 89,481

３．売掛金 769,677 607,703 719,314

４．有価証券 505,182 258,102 357,703

５．たな卸資産 144,176 167,373 141,913

６．繰延税金資産 10,191 14,281 10,897

７．その他 12,997 59,426 13,558

８．貸倒引当金 △8,700 △3,700 △8,300

流動資産合計 2,135,039 53.1 2,045,158 50.4 1,931,873 49.7

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 ※２ 112,839 104,468 108,346

２．土地 ※２ 461,679 461,679 461,679

３．その他 100,714 103,667 93,924

有形固定資産合計 675,233 16.8 669,815 16.5 663,949 17.1

(2）無形固定資産 4,636 0.1 4,512 0.1 4,574 0.1

(3)投資その他の資産

１．投資有価証券 862,058 1,135,217 1,010,602

２．繰延税金資産 217,366 82,651 151,953

３．その他 146,626 134,695 141,340

４．貸倒引当金 △20,389 △11,905 △15,253

投資その他の資産
合計

1,205,662 30.0 1,340,659 33.0 1,288,643 33.1

固定資産合計 1,885,531 46.9 2,014,987 49.6 1,957,167 50.3

資産合計 4,020,571 100.0 4,060,145 100.0 3,889,040 100.0



前中間会計期間末
(平成16年12月31日)

当中間会計期間末
(平成17年12月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年６月30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 73,892 63,438 83,947

２．短期借入金 ※２ 739,000 510,000 557,000

３．一年以内償還予定
社債

20,000 60,000 20,000

４．一年以内返済予定
長期借入金

 66,720 49,880 66,720

５．未払金 165,968 147,358 183,365

６．未払法人税等 5,903 57,002 5,433

７．賞与引当金 9,700 9,750 9,700

８．役員賞与引当金 ― 3,000 ―

９．その他  ※４ 54,310 64,493 62,250

流動負債合計 1,135,494 28.3 964,923 23.8 988,416 25.4

Ⅱ　固定負債

１．社債 160,000 100,000 150,000

２．長期借入金 49,880 ― 16,520

３．退職給付引当金 112,369 124,341 126,835

４．その他 12,000 12,000 12,000

固定負債合計 334,249 8.3 236,341 5.8 305,355 7.9

負債合計 1,469,744 36.6 1,201,265 29.6 1,293,771 33.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 639,307 15.9 639,307 15.7 639,307 16.4

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 595,887 595,887 595,887

資本剰余金合計 595,887 14.8 595,887 14.7 595,887 15.3

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 159,826 159,826 159,826

２．任意積立金 1,400,000 1,250,000 1,400,000

３．中間（当期）未処
分利益又は中間未
処理損失

△30,389 283,425 △45,667

利益剰余金合計 1,529,437 38.0 1,693,252 41.7 1,514,159 38.9

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

△25,780 △0.6 118,495 2.9 33,976 0.9

Ⅴ　自己株式 △188,025 △4.7 △188,062 △4.6 △188,062 △4.8

資本合計 2,550,826 63.4 2,858,880 70.4 2,595,269 66.7

負債資本合計 4,020,571 100.0 4,060,145 100.0 3,889,040 100.0



(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 1,930,459 100.0 1,933,365 100.0 3,669,975 100.0

Ⅱ　売上原価 1,364,371 70.7 1,287,370 66.6 2,473,558 67.4

売上総利益 566,087 29.3 645,995 33.4 1,196,416 32.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

552,737 28.6 524,938 27.2 1,091,517 29.7

営業利益 13,350 0.7 121,057 6.3 104,899 2.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 24,433 1.2 191,032 9.9 31,146 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２ 112,225 5.8 4,171 0.2 141,178 3.7

経常利益又は経常
損失（△）

△74,441 △3.9 307,917 15.9 △5,131 △0.1

Ⅵ　特別利益 ※３ 5,300 0.3 7,948 0.4 8,752 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４ ― ― 12,821 0.7 34,213 0.9

税引前中間純利益
又は税引前中間
（当期）純損失
（△）

△69,141 △3.6 303,044 15.7 △30,593 △0.8

法人税、住民税及
び事業税

3,900 54,200 6,800

法人税等調整額 11,483 15,383 0.8 8,149 62,349 3.2 62,409 69,209 1.9

中間純利益又は中
間（当期）純損失
（△）

△84,525 △4.4 240,695 12.4 △99,803 △2.7

前期繰越利益 54,135 42,730 54,135

中間未処分利益又
は中間（当期）未
処理損失（△）

△30,389 283,425 △45,667



(3）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税引前中間純利益又
は税引前中間（当
期）純損失（△）

△69,141 303,044 △30,593

減価償却費 12,870 11,128 26,386

貸倒引当金の増減額 △2,826 △7,948 △8,362

賞与引当金の増減額 300 50 300

退職給付引当金の増
減額

8,370 △2,493 22,836

役員賞与引当金の増
減額 

― 3,000 ―

受取利息及び受取配
当金

△10,202 △6,556 △14,514

投資事業組合損益 △5,123 7,557 2,332

支払利息 4,961 3,446 9,394

社債利息 736 646 1,427

有価証券評価損益 105,884 △90,107 127,380

投資有価証券評価損 ― 7,660 ―

固定資産除売却損 ― 21 ―

有価証券売却益 △8,042 △84,302 △14,711

投資有価証券売却益 ― ― △3,052

投資有価証券売却損 ― 5,140 34,213

売上債権の増減額 297,801 85,924 352,464

たな卸資産の増減額 △2,176 △25,459 85

仕入債務の増減額 △8,546 △20,508 1,508

未払消費税等の増減
額

△2,067 2,190 128

役員賞与の支払額 △25,000 △5,000 △25,000

その他 △231,259 △78,480 △212,702

小計 66,536 93,836 269,522

利息及び配当金の受
取額

10,202 6,556 14,514

利息の支払額 △5,697 △4,092 △10,822



前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

法人税等の支払額 △271,538 △2,631 △274,908

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△200,497 93,669 △1,694

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

△108,983 △124,001 △198,543

定期預金の払戻によ
る収入

135,979 150,996 198,523

有価証券の取得によ
る支出

△17,957 △74,233 △53,330

有価証券の売却によ
る収入

102,950 348,245 270,975

有形固定資産の取得
による支出

△2,679 △16,964 △4,849

有形固定資産の売却
による収入

― 10 ―

投資有価証券の取得
による支出

△101,274 △26,629 △355,565

投資有価証券の売却
による収入

― 24,660 127,268

投資事業組合の分配
金による収入

14,850 14,400 28,250

貸付けによる支出 △7,000 △6,100 △13,500

貸付金の回収による
収入

7,000 6,100 13,500

その他の増減 △8,010 6,644 △2,724

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

14,873 303,127 10,003

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入れによる収
入

870,000 380,000 1,220,000

短期借入金の返済に
よる支出

△681,000 △427,000 △1,213,000

長期借入金の返済に
よる支出

△33,360 △33,360 △66,720



前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

社債償還による支出 △10,000 △10,000 △20,000

自己株式の取得によ
る支出

△385 ― △422

配当金の支払額 △70,459 △56,335 △71,041

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

74,795 △146,695 △151,184

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額

△110,828 250,100 △142,874

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

551,636 408,761 551,636

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

440,807 658,862 408,761



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均

法により算定しておりま

す。）

(1）有価証券

売買目的有価証券

同左

(1）有価証券

売買目的有価証券

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

により算定しておりま

す。）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定しております。）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

製品、仕掛品

総平均法による原価法

(2）たな卸資産

製品、仕掛品

同左

(2）たな卸資産

製品、仕掛品

同左

商品、原材料

移動平均法による原価法

商品、原材料

同左

商品、原材料

同左

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　償却方法は定率法によっており、

耐用年数、残存価額については法

人税法に定める基準と同一の基準

を採用しております。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産（ソフトウェア）

市場販売目的

見込販売数量に基づく償却額

と見込み有効期間（３年）に

基づく均等配分額を比較し、

いずれか多い額を償却する方

法を採用しております。

(2）無形固定資産（ソフトウェア）

市場販売目的

同左

(2）無形固定資産（ソフトウェア）

 市場販売目的

同左

自社利用

見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しており

ます。

 自社利用

同左 

 自社利用

同左 



項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率等により、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

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額基準により計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

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。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

当事業年度末において発生してい

ると認められる額を計上しており

ます。

 

───── 

(4) 役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に備え

るため、役員賞与支給見込額のう

ち当中間会計期間に負担すべき額

を計上しております。 

 

───── 

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、要求払預金及び容易に

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

到来する短期投資を資金として計上

しております。

同左 同左

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

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年12月31日）

 

 

──────

（役員賞与に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委員

会　企業会計基準第４号　平成17年11

月29日）を適用しております。これに

より、従来、株主総会決議時に未処分

利益の減少として会計処理していた役

員賞与を、当中間会計期間から発生時

に費用処理しております。この結果、

従来の方法に比べ、営業利益、経常利

益、税引前中間純利益が3,000千円減少

しております。

 

 

──────

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計基準委員会　平成14

年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成15年10月31日　企

業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。これによる損益に与える

影響はありません。

 



表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

（貸借対照表）

　前事業年度まで、投資事業有限責任組合への出資持分

（当中間会計期間87,058千円）は、出資金として表示し

ておりましたが、「証券取引法等の一部を改正する法律」

（平成16年６月９日法律第97号　施行日平成16年12月１

日）に基づき、当中間会計期間より、投資有価証券に含

めて表示しております。

　　　　　　　　──────

 

 

 

 

 

追加情報

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に交付され、平成16年

４月１日以降に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年２月13日　

企業会計基準委員会　実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費

が1,924千円増加し、営業利益、経常

損失及び税引前中間純損失が、1,924

千円減少しております。

　　　　　　───────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

───────



注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成16年12月31日）
当中間会計期間末

（平成17年12月31日）
前事業年度末

（平成17年６月30日）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額

       665,317千円               689,231千円               678,771千円

※２．担保資産

(1)担保提供資産

建物

土地

計

77,443千円

460,829

538,272

      71,644千円

       460,829

       532,473

      74,413千円

       460,829

       535,242

(2)上記に対応する債務

短期借入金       450,000千円        440,000千円       440,000千円

※３．中間会計期間末日（期

末日）満期手形の処理

　中間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

をしております。従って、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

科目の中間会計期間末残高に含まれ

ております。

受取手形………2,697千円

　中間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

をしております。従って、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

科目の中間会計期間末残高に含まれ

ております。

受取手形………6,848千円

―――

※４．消費税等の取扱い 　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏しい

ため、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏しい

ため、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

―――



（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

※１．営業外収益のうち主要

なもの

受取利息      2,355千円           1,425千円         4,325千円

受取配当金 7,846 5,130 10,188

有価証券売却益 8,042 84,302 14,711

有価証券評価益 ― 90,107 ―

投資事業組合利益 ― 7,557 ―

※２．営業外費用のうち主要

なもの

支払利息      4,961千円           3,446千円           9,394千円

社債利息 736 646 1,427

投資事業組合損失 ― ― 2,332

有価証券評価損 105,884 ― 127,380

※３．特別利益のうち主要な

もの

貸倒引当金戻入益  5,300千円       7,948千円 5,700千円

投資有価証券売却益 ― ― 3,052

※４．特別損失のうち主要な

もの

投資有価証券評価損 ─ 7,660千円 ―

投資有価証券売却損 ― 5,140 34,213

固定資産売却損 ― 21 ―

　５．減価償却実施額

有形固定資産       12,808千円             11,066千円             26,262千円

無形固定資産 61 61 123

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在） （平成17年６月30日現在）

現金及び預金勘

定
 612,336千円

預入期間が３ヶ

月を超える定期

預金

△171,528

現金及び現金同

等物
440,807

現金及び預金勘

定
  830,410千円

預入期間が３ヶ

月を超える定期

預金

△171,548

現金及び現金同

等物
658,862

現金及び預金勘

定
  607,305千円

預入期間が３ヶ

月を超える定期

預金

△198,543

現金及び現金同

等物
408,761



①　リース取引

項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固
定資産
(その他)

18,368 10,036 8,331

無形固
定資産

13,440 11,200 2,240

計 31,808 21,236 10,571

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固
定資産
(その他)

11,520 8,000 3,520

無形固
定資産

15,197 785 14,411

計 26,717 8,785 17,931

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

有形固
定資産
(その他)

14,787 8,833 5,954

無形固
定資産

13,440 12,544 896

計 28,227 21,377 6,850

（注）　取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定してお

ります。

（注）　　　　同左 （注）　取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内      6,731千円

１年超 3,840

計 10,571

１年内      6,731千円

１年超 11,199

計 17,931

１年内      4,930千円

１年超 1,920

計 6,850

（注）　未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

（注）　　　　同左 （注）　未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料      4,357千円

減価償却費相

当額
     4,357千円

支払リース料       3,796千円

減価償却費相

当額
      3,796千円

支払リース料        8,079千円

減価償却費相

当額
     8,079千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左



②　有価証券

（前中間会計期間）（平成16年12月31日現在）

１．時価のある有価証券

満期保有目的の債券

　該当事項はありません。

子会社株式及び関連会社株式

　該当事項はありません。

その他有価証券

区分

前中間会計期間末

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 361,231 301,639 △59,591

債券 ― ― ―

その他 393,029 409,218 16,189

合計 754,260 710,858 △43,402

２．時価評価されていない主な「有価証券」（上記１．を除く）

区分
前中間会計期間末

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 146,200

債券 5,000

合計 151,200



（当中間会計期間）（平成17年12月31日現在）

１．時価のある有価証券

満期保有目的の債券

　該当事項はありません。

子会社株式及び関連会社株式

　該当事項はありません。

その他有価証券

区分

当中間会計期間末

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 237,922 266,913 28,990

債券 100,000 95,310 △4,690

その他 444,267 619,453 175,186

合計 782,190 981,677 199,486

２．時価評価されていない主な「有価証券」（上記１．を除く）

区分
当中間会計期間末

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 148,540

債券 5,000

合計 153,540



（前事業年度）（平成17年６月30日現在）

１．時価のある有価証券

満期保有目的の債券

　該当事項はありません。

子会社株式及び関連会社株式

　該当事項はありません。

その他有価証券

区分

前事業年度

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 251,091 251,598 507

債券 100,000 93,580 △6,420

その他 451,109 514,223 63,113

合計 802,201 859,401 57,200

２．時価評価されていない主な「有価証券」（上記１．を除く）

区分
前事業年度

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） 146,200

債券 5,000

合計 151,200

③　デリバティブ取引

（前中間会計期間）（自平成16年７月１日　至平成16年12月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。

（当中間会計期間）（自平成17年７月１日　至平成17年12月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。

（前事業年度）（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。

④　持分法損益等

（前中間会計期間）（自平成16年７月１日　至平成16年12月31日）

　該当事項はありません。

（当中間会計期間）（自平成17年７月１日　至平成17年12月31日）

　該当事項はありません。

（前事業年度）（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）

　該当事項はありません。



（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１株当たり純資産額    450円65銭       42円52銭       457円62銭

１株当たり中間純利益

又は中間（当期）純損

失（△）

  △14円93銭     505円08銭    △18円51銭

　なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益については、

潜在株式がないため記載して

おりません。

　なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益については、

潜在株式がないため記載して

おりません。

　なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益については、

潜在株式がないため記載して

おりません。

 

 

 

 

 

 

　（注）　１株当たり中間純利益又は中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前中間会計期間

(自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

前事業年度
(自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日)

中間純利益又は中間（当期）純損失

（△）（千円）
△84,525 240,695 △99,803

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 5,000

（うち利益処分による役員賞与金

（千円））
― ― (5,000)

普通株式に係る中間純利益又は中間（当

期）純損失（△）（千円）
△84,525 240,695 △104,803

期中平均株式数（千株） 5,660 5,660 5,660



（重要な後発事象）

　該当事項はありません。



５．品目別生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績

 （単位：千円）

品目

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

数量 金額 数量 金額 数量 金額

製品 3,640台 489,832 3,643 576,709 7,752 1,106,799

据付工事  362,390  415,880  752,396

その他内装工事  682,804  425,356  1,028,863

合計  1,535,027  1,417,946  2,888,059

２．受注状況

 （単位：千円）

品目

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

金額 金額 金額 金額 金額 金額

製品 464,528 33,309 571,160 12,706 1,066,264 18,898

部材品 285,856 16,739 299,294 4,493 563,211 6,553

据付工事 334,105 24,563 421,310 13,380 707,498 7,949

その他内装工事 722,042 42,902 406,862 ― 1,043,692 18,493

商品 123,902 9,795 213,204 463 214,550 680

合計 1,930,435 127,309 1,911,834 31,043 3,595,217 52,575

３．販売実績

 （単位：千円）

品目

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

数量 金額 数量 金額 数量 金額

製品 3,639台 489,796 3,780 577,352 7,728 1,105,943

部材品  279,996  301,355  567,536

据付工事  362,390  415,880  752,396

その他内装工事  682,804  425,356  1,028,863

商品  115,471  213,421  215,235

合計  1,930,459  1,933,365  3,669,975

　（注）１．上記各表の金額は、販売価額によっております。

２．上記各表の金額には、消費税等は含まれておりません。


