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 平成 18 年 10 月期   中間決算短信（非連結）  平成18年６月15日 

上 場 会 社 名 三星食品株式会社    上場取引所    大阪証券取引所 ヘラクレス市場 
コ ー ド 番 号 ２２２７     本社所在都道府県 兵庫県 
（ＵＲＬ http://www.sanseishokuhin.co.jp/） 
代 表 者   役職名  代表取締役社長  氏名 湯 本  二 郎 
問合せ先責任者   役職名  取締役管理本部長 氏名 森 田  哲 雄 ＴＥＬ(079)298－2525 
中間決算取締役会開催日 平成18年６月14日 中間配当制度の有無   有  
中間配当支払開始日 平成18年７月６日 単元株制度採用の有無  有（１単元100株） 
 
１ 18年４月中間期の業績（平成17年11月１日～平成18年４月30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 
 
18年４月中間期 
17年４月中間期 

百万円   ％
3,719  （2.5）
3,627  （8.2）

百万円   ％
937 （△12.4）

1,070  （16.8）

百万円   ％
942 （△10.5）

1,053  （17.3）

17年10月期 6,482 1,375 1,363 
 

 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 

 
18年４月中間期 
17年４月中間期 

百万円   ％
526 （△13.7）
610  （33.7）

円   銭
105   37
122   06

円   銭
―   ―
―   ―

17年10月期 779 151   83 ―   ―

(注)①持分法投資損益 18年４月中間期 ― 百万円 17年４月中間期 ― 百万円 17年10月期 ― 百万円 
②期中平均株式数 18年４月中間期4,999,871株  17年４月中間期4,999,944株  17年10月期4,999,904株 
③会計処理の方法の変更   無 
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 
 

 
(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 

 
18年４月中間期 
17年４月中間期 

円  銭 
20  00 
15  00 

円  銭
―  ―
―  ―

17年10月期 ―  ― 30  00

 

 
(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 
18年４月中間期 
17年４月中間期 

百万円 
7,422 
6,304 

百万円
4,049
3,525

％ 
54.6 
55.9 

円   銭
809   92
705   10

17年10月期 5,984 3,629 60.7 722   00

(注)①期末発行済株式数 18年４月中間期4,999,871株 17年４月中間期4,999,871株 17年10月期4,999,871株 
②期末自己株式数  18年４月中間期   129株 17年４月中間期   129株 17年10月期   129株 

(4) キャッシュ･フローの状況 

 
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

 
18年４月中間期 
17年４月中間期 

百万円 
832 
618 

百万円
△290
△945

百万円 
△74
△99

百万円
1,200
1,226

17年10月期 1,196 △1,941 △174 733
 
２ 18年10月期の業績予想(平成17年11月１日～平成18年10月31日) 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

期 末  
 

通 期 
百万円 
6,700 

百万円
1,180

百万円
680

円  銭 
20  00 

円  銭
40  00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 132円  00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作成したものであり、多分に不確定な要素

を含んでおります。実際の業績等は、今後さまざまな要因により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．事業活動の概況 

 当社は、糖アルコール（マルチトールやキシリトール等）を主原料とするキャンディを製造・販売することを主な

事業内容としております。また、一部他社のＯＥＭ製品（相手先商標による製品）を受注し、製造・販売しておりま

す。 

 当社の事業系統図を示すと次のとおりであります。 

 

 ［事業系統図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営方針 

 （１）会社経営の基本方針 

当社は、従来より「会社は公器」であるとの認識に基づく経営活動を実践いたしております。同時に「食」に

関連する企業であるため、“食の安全・安心”が経営の重要課題であると考え、会社の基本方針としております。 

当社は、「テイカロ」という事業ブランドのもと、「おいしさ＋α」をブランド・スローガンとしてシュガー

レス・キャンディのパイオニアとして独自技術に基づき差別化された製品を開発、製造及び販売いたしており、

後記のとおり「経営指針」及び「行動規範」を定め、お客さま重視経営のもと、役職員一丸となって長期ビジョ

ンの達成に向けて取り組んでおります。 

 

 （２）利益配分に関する基本方針 

当社は、利益配分につき、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保は確保しつつ、一定の配当

を継続していくことを重要な経営使命として認識しております。 

当中間期の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり２０円（前中間期は１株当たり１５円の配当）

の配当とさせていただき、１株当たり年間配当金は４０円の予定（前事業年度は１株当たり３０円の配当）。 

内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、これまで以上に、①新たなお客さ

まの創造と維持、②継続したヒット製品・サービスづくり、③コスト競争力による利益創造に向けて、市場ニー

ズに応える技術・製造開発体制の強化を図るために有効投資してまいりたいと考えております。 

 

仕入先 

菓子メーカー等

問 屋（各社） 

（菓子、食品、健康食品等） 

小 売 店 等 

（コンビニエンス・ストア、スーパー・マーケット、

ドラッグ・ストア、駅売店等） 

最終顧客 

（エンド・ユーザー） 

当    社 

協力工場 

販売 

販売

販売

販売ＯＥＭ受注 

原材料 製品 
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 （３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、「テイカロ」のブランドで永年にわたって健康志向に根差した製品づくりを続けております。そうし

た「テイカロ」ファンの方々が手軽に当社株式をご購入いただけるように、単元株を100株といたしております。 

今後も、「テイカロ」ファンの方々に株主（サポーター）となっていただき、新製品開発のモニターとしても

経営にご参画いただくことが一つの理想型と考えております。 

 

 （４）目標とする経営指標 

当社は、2008年（平成20年）を一つの節目と考えており、この年度を一つの到達目標とする「長期ビジョン」

を設定しております。 

すなわち、「シュガーレス・キャンディのトップ・メーカーになる」、「年商100億円、売上高当期純利益率

10％」の達成を掲げております。 

 

 （５）中長期的な会社の経営戦略 

当社は中長期的な経営戦略として、「研究開発型メーカー」に徹することにより、さらに差別化された製品、

サービスを市場に提供し続けます。 

また、設備投資については、①新製品製造のために必要な設備、②省力化設備等について中期経営計画に基づ

き決定いたしております。 

 

 （６）会社の対処すべき課題 

当社の課題といたしましては、ブランド、固有ノウハウ、独自技術等の『無形資産』を創造、発揮して製品、

価格、サービスをいかに差別化するかにあり、３つのテーマに分けて取り組んでおります。 

①ブランド力の育成、強化 

当社は、約20年前から還元麦芽糖水飴（マルチトール）を使用したハードタイプのシュガーレス・キャンデ

ィに製品を特化させ、これに独自の技術力を加えた製品を発売してまいりました。 

「シュガーレス・キャンディのトップ・メーカーになる」という長期ビジョンの達成のためには、ブランド

力の強化が不可欠であると考え、「テイカロ」を研究開発、製造、販売、宣伝を統括する事業ブランドとして

展開、これを強化してまいりたいと考えております。 

②生産力強化とコストダウン推進 

厳しい経済環境のなか、品質・価格競争力を強化するためには、研究開発力に裏付けられた生産技術力を伸

長させると共にコストダウンを推進していくことが肝要であり、今後もこの課題に取り組んでまいります。 

③能力開発、人材確保及び職場活性化 

研修等によりさまざまな固有の能力を開発すること、有能な人材の確保等を通じて、職場を活性化すべく取

り組んでおります。 

また、当社は、お客さま重視経営に基づき、“食の安全・安心”の監視体制強化に向けた、さらなる体制整

備に向け努力いたしております。この実現のために、「組織対応力の強化」、「内部統制の充実」が不可欠で

あると認識し、鋭意取り組んでおります。 

 

３．経営成績及び財政状態 

 （１）経営成績 
当中間会計期間のわが国経済は、堅調な内需や輸出の拡大を背景に、景気は緩やかに拡大を続けましたが、菓

子業界は引き続き消費低迷が続き、加えて原油価格の高騰に伴う原材料、燃料費等の上昇により、製造コストを

引き上げる状況で推移いたしました。 

このような状況の中、当社は「おいしさ＋α」のブランド・スローガンのもと、よりご愛顧いただける製品の

提供に努めてまいりました。 

製品別には「キシリクリスタル２層キャンディ」を発売し、より一層「キシリクリスタルシリーズ」を強化、

拡大しました結果、売上高は増加いたしました。 

一方、収益面では、原燃料費の上昇や新ライン増設に伴う減価償却費増加等により、前年同期比減益となりま

した。 

当中間会計期間はこうした活動の結果、売上高は前年同期比2.5％増の3,719百万円となり、経常利益は前年同

期比10.5％減の942百万円、中間純利益は前年同期比13.7％減の526百万円となりました。 
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 （２）財政状態 

①財政状態の分析 

（流動資産） 

 当中間会計期間末における流動資産の残高は3,518百万円（前事業年度末2,571百万円）となり946百万円増

加しました。現金及び預金の増加（733百万円から1,200百万円へ467百万円増）、売掛金の増加（1,439百万円

から1,786百万円へ346百万円増）が主な要因です。 

 

（固定資産） 

 当中間会計期間末における固定資産の残高は3,904百万円（前事業年度末3,412百万円）となり491百万円増

加しました。機械及び装置の増加（1,056百万円から1,598百万円へ541百万円増）が主な要因です。 

 

（流動負債） 

 当中間会計期間末における流動負債の残高は、3,165百万円（前事業年度末2,156百万円）となり1,008百万

円増加しました。買掛金の増加（655百万円から1,055百万円へ399百万円増）、未払金の増加（722百万円から

1,124百万円へ401百万円増）、未払法人税等の増加（237百万円から407百万円へ169百万円増）が主な要因で

す。 

 

（固定負債） 

 当中間会計期間末における固定負債の残高は208百万円（前事業年度末197百万円）となり10百万円増加しま

した。退職給付引当金の増加（５百万円）が主な要因です。 

 

（資本） 

 当中間会計期間末における資本の残高は4,049百万円（前事業年度末3,629百万円）となり419百万円増加し

ました。中間純利益の計上526百万円に対し、前期決算の利益処分による配当74百万円が主な要因です。 

 

②キャッシュ・フローの分析 

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物の増加（733百万円から1,200百万円へ467百万円増）は、営

業活動で得られた資金832百万円に対し、投資活動で290百万円の支出、財務活動において74百万円支出した結

果であります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、税引前中間純利益の減少（1,035百万円から895百万円へ139

百万円減）があったものの、仕入債務増減額の増加（243百万円から386百万円へ143百万円増）、法人税等の

支払額の減少（413百万円から235百万円へ178百万円減）で前中間会計期間に比べ214百万円増加しました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、投資有価証券の取得による支出の減少（500百万円から０百

万円へ499百万円減）、有形固定資産の取得による支出の減少（402百万円から268百万円へ133百万円減）によ

り前中間会計期間に比べ654百万円減少しました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローの支出は、配当金の支出の減少（99百万円から74百万円へ24百万円減）

により前中間会計期間に比べ25百万円減少しました。 
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 当社のキャッシュ･フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成16年10月 平成17年４月 平成17年10月 平成18年４月

株主資本比率（％） 54.3 55.9 60.7 54.6 

時価ベースの株主資本比率（％） 133.1 212.5 209.7 150.5 

債務償還年数（年） － － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ
（倍） 72.6 － － － 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数につきましては、有利子負債がありませんので該当ありません。 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象とし

ております。 

※営業キャッシュ･フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキ

ャッシュ･フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 
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４．個別財務諸表等 

（１）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年４月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年４月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年10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  1,226,840 1,200,569 733,087 

２．受取手形 ※2 75,346 65,760 38,266 

３．売掛金  1,838,188 1,786,227 1,439,638 

４．たな卸資産  158,055 170,168 90,297 

５．有価証券  49,975 49,977 49,990 

６．繰延税金資産  252,364 237,427 210,461 

７．その他  9,720 8,862 10,571 

貸倒引当金  △576 △557 △444 

流動資産合計   3,609,916 57.3 3,518,437 47.4  2,571,868 43.0

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産 ※1   

１．建物  543,031 847,619 750,432 

２．機械及び装置  1,026,902 1,598,515 1,056,608 

３．土地  375,757 705,844 705,844 

４．建設仮勘定  36,944 9,786 180,928 

５．その他  72,396 106,948 75,528 

有形固定資産合計  2,055,031 3,268,714 2,769,343 

(2）無形固定資産  3,406 6,212 6,343 

(3）投資その他の資産    

１．投資有価証券  504,514 501,117 521,376 

２．繰延税金資産  102,038 113,809 101,125 

３．その他  40,428 25,295 25,044 

貸倒引当金  △10,973 △10,625 △10,625 

投資その他の資産合
計 

 636,007 629,596 636,921 

固定資産合計   2,694,445 42.7 3,904,523 52.6  3,412,607 57.0

資産合計   6,304,361 100.0 7,422,960 100.0  5,984,476 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年４月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年４月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年10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．支払手形 ※2 79,795 63,648 77,119 

２．買掛金  951,768 1,055,762 655,811 

３．未払金  524,253 1,124,336 722,883 

４．未払法人税等  458,347 407,258 237,721 

５．売上割戻引当金  262,128 233,120 210,236 

６．賞与引当金  105,077 101,140 113,043 

７．その他 ※4 212,377 179,806 139,811 

流動負債合計   2,593,746 41.2 3,165,073 42.6  2,156,628 36.0

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  126,761 137,636  132,376

２．役員退職慰労引当
金 

 58,427 70,762  65,587

固定負債合計   185,188 2.9 208,398 2.8  197,963 3.3

負債合計   2,778,935 44.1 3,373,471 45.4  2,354,592 39.3

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   880,000 14.0 880,000 11.9  880,000 14.7

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,040,500 1,040,500 1,040,500 

資本剰余金合計   1,040,500 16.5 1,040,500 14.0  1,040,500 17.4

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  10,000 10,000 10,000 

２．任意積立金  800,000 1,350,000 800,000 

３．中間（当期）未処
分利益 

 793,425 769,109 887,277 

利益剰余金合計   1,603,425 25.4 2,129,109 28.7  1,697,277 28.4

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  1,765 0.0 145 0.0  12,371 0.2

Ⅴ 自己株式   △265 △0.0 △265 △0.0  △265 △0.0

資本合計   3,525,426 55.9 4,049,489 54.6  3,629,884 60.7

負債資本合計   6,304,361 100.0 7,422,960 100.0  5,984,476 100.0
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（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10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   3,627,183 100.0 3,719,560 100.0  6,482,640 100.0

Ⅱ 売上原価   1,677,243 46.2 1,861,442 50.0  3,305,751 51.0

売上総利益   1,949,940 53.8 1,858,118 50.0  3,176,888 49.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  879,790 24.3 920,819 24.8  1,801,004 27.8

営業利益   1,070,150 29.5 937,298 25.2  1,375,883 21.2

Ⅳ 営業外収益 ※1  5,635 0.1 18,109 0.5  19,890 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※2  22,254 0.6 12,994 0.4  32,643 0.5

経常利益   1,053,530 29.0 942,413 25.3  1,363,130 21.0

Ⅵ 特別利益   447 0.0 285 0.0  7,832 0.1

Ⅶ 特別損失   18,751 0.5 47,382 1.2  35,706 0.5

税引前中間（当
期）純利益 

  1,035,227 28.5 895,316 24.1  1,335,257 20.6

法人税、住民税及
び事業税 

 449,501 399,779 545,114 

法人税等調整額  △24,565 424,936 11.7 △31,292 368,487 9.9 11,001 556,116 8.6

中間（当期）純利
益 

  610,291 16.8 526,829 14.2  779,141 12.0

前期繰越利益   183,134 242,279  183,134

中間配当額   － －  74,998

中間（当期）未処
分利益 

  793,425 769,109  887,277
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（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11月１日 
至 平成17年４月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度のキャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10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 

    

税引前中間（当期）
純利益 

 1,035,227 895,316 1,335,257 

減価償却費  169,698 200,799 345,770 

長期前払費用償却額  643 854 1,394 

貸倒引当金の増減額
（減少：△） 

 194 112 △285 

売上割戻引当金の増
減額（減少：△） 

 54,522 22,883 2,630 

賞与引当金の増減額
（減少：△） 

 3,275 △11,903 11,241 

退職給付引当金の増
減額（減少：△） 

 16,059 5,259 21,674 

役員退職慰労引当金
の増減額(減少：△)

 △3,264 5,175 3,896 

受取利息及び受取配
当金 

 △5,223 △16,982 △18,413 

固定資産売却益  △447 △285 △447 

償却敷金回収益  － － △6,900 

有形固定資産除却損  18,556 47,382 35,506 

売上債権の増減額
（増加：△） 

 △378,015 △374,083 58,113 

たな卸資産の増減額
（増加：△） 

 △38,436 △79,871 29,322 

その他流動資産の増
減額（増加：△） 

 2,747 1,708 1,897 

仕入債務の増減額
（減少：△） 

 243,243 386,479 △46,175 

未払金の増減額 
（減少：△） 

 △65,799 △45,262 234,960 

未払費用の増減額
（減少：△） 

 20,091 24,510 △9,437 

その他負債の増減額
（減少：△） 

 △31,210 8,799 △67,930 

役員賞与の支払額  △15,000 △20,000 △15,000 

小計  1,026,864 1,050,893 1,917,073 

利息及び配当金の受
取額 

 5,223 16,980 18,413 

法人税等の支払額  △413,525 △235,179 △738,976 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 618,563 832,694 1,196,511 
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前中間会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度のキャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10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 

    

有価証券の取得によ
る支出 

 △49,975 △49,975 △49,990 

有価証券の償還によ
る収入 

 － 50,000 － 

有形固定資産の取得
による支出 

 △402,115 △268,420 △1,409,634 

有形固定資産の売却
による収入 

 447 285 447 

無形固定資産の取得
による支出 

 △163 △350 △3,380 

投資有価証券の取得
による支出 

 △500,047 △323 △500,370 

その他  6,400 △22,212 21,185 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △945,453 △290,996 △1,941,744 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

配当金の支払額  △99,213 △74,216 △174,623 

自己株式の取得によ
る支出 

 △265 － △265 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △99,478 △74,216 △174,889 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 

 △426,369 467,482 △920,122 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 1,653,210 733,087 1,653,210 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 1,226,840 1,200,569 733,087 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

(1）有価証券 

その他有価証券 

(1）有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等に

基づく時価法を採用しており

ます。 

 （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） 

 

 同左  期末決算日の市場価格等に

基づく時価法を採用しており

ます。 

 （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 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法又

は償却原価法を採用しており

ます。 

 同左  同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 製品、仕掛品及び原材料 

 総平均法による原価法を採

用しております。 

製品、仕掛品及び原材料 

 同左 

製品、仕掛品及び原材料 

 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。

 ただし、平成10年4月1日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額法を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1）有形固定資産 

 同左 

(1）有形固定資産 

 同左 

 建物     14年～38年 

機械及び装置  9年 

  

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法を採用しております。

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（5年）に基づいて

おります。 

 同左  同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

 同左  同左 

 (2）売上割戻引当金 (2）売上割戻引当金 (2）売上割戻引当金 

  販売した製品に対し、将来発

生する売上割戻の支出に備える

ため、中間会計期間末売掛金に

対し、過去の割戻実績率を乗じ

た額を計上しております。 

 同左  販売した製品に対し、将来発

生する売上割戻の支出に備える

ため、期末売掛金に対し、過去

の割戻実績率を乗じた額を計上

しております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

 (3）賞与引当金 (3）賞与引当金 (3）賞与引当金 

  従業員の賞与の支払に充てるた

め、支給見込額に基づき、当中間会

計期間に負担すべき額を計上してお

ります。 

 同左  従業員の賞与の支払に充てるた

め、支給見込額に基づき、当期に負

担すべき額を計上しております。 

 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づ

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。 

 同左  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。 

 (5）役員退職慰労引当金  (5）役員退職慰労引当金  (5）役員退職慰労引当金  

  役員の退職慰労金の支払に備える

ため、内規に基づく中間会計期間末

要支給額を計上しております。 

 同左  役員の退職慰労金の支払に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

 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、随時引出し可能な預金か

らなっております。 

 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 

(1）消費税等の処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

(1）消費税等の処理方法 

 同左 

(1）消費税等の処理方法 

 同左 
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会計処理の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。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11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

（中間貸借対照表） 

 「投資有価証券」は、前中間期まで、投資その他の資

産の「その他」に含めて表示していましたが、当中間期

末において、資産の総額の100分の５を超えたため区分

掲記いたしました。 

 なお、前中間期末の「投資有価証券」の金額は8,242

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17年４月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年４月30日） 

前事業年度末 
（平成17年10月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 
 

 1,759,295千円 
 

2,107,133千円  1,905,481千円

※２．中間期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当中間期末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間期末日満期手形が中間期末

残高に含まれております。 

 

受取手形 19,046千円 

支払手形 12,014千円 
 

※２．中間期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当中間期末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間期末日満期手形が中間期末

残高に含まれております。 

受取手形 19,032千円

支払手形 6,874千円

※２．     ―――――――― 

 

 

 ３．コミットメントライン 

   当社は、運転資金の効率的な調達等を目的

に、平成17年３月18日に取引銀行４行と貸出

コミットメントラインに関する契約を締結し

ております。この契約に基づく当中間会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

 

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円 

借入実行残高 － 

  差引額 1,000,000千円 
 

 ３．コミットメントライン 

 同左 

 

 

 

 

 

 

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借入実行残高 －

  差引額 1,000,000千円
 

 ３．コミットメントライン 

   当社は、運転資金の効率的な調達等を目的

に、平成17年３月18日に取引銀行４行と貸出

コミットメントラインに関する契約を締結し

ております。この契約に基づく当事業年度末

の借入未実行残高は次のとおりであります。

 

 

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借入実行残高 －

  差引額 1,000,000千円
 

※４．消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上

、流動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。 

※４．消費税等の取扱い 

 同左 

※４．     ―――――――― 

 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

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

受取配当金 5,223千円 
 

受取配当金 16,980千円 受取配当金 18,413千円
 

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

売上割引 10,513千円 

コミットメントフィー 11,741千円 
 

売上割引 9,720千円

コミットメントフィー 3,258千円

売上割引 18,849千円

コミットメントフィー 12,749千円

 ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額 
 

有形固定資産 169,437千円 

無形固定資産 261千円 
 

有形固定資産 200,318千円

無形固定資産 480千円

有形固定資産 345,229千円

無形固定資産 541千円

 

（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11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31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17年４月30日） （平成18年４月30日） （平成17年10月31日）
 

現金及び預金勘定 1,226,840千円 

現金及び現金同等物 1,226,840千円 
 

現金及び預金勘定 1,200,569千円

現金及び現金同等物 1,200,569千円

現金及び預金勘定 733,087千円

現金及び現金同等物 733,087千円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10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 

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 

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) 

中間期
末残高
相当額 

(千円) 

機械及び装置 62,530 56,896 5,633 

(有形固定資産) 
その他 

16,623 16,283 339 

ソフトウェア 134,597 31,199 103,398 

合計 213,751 104,379 109,371 

 

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) 

機械及び装置 6,680 3,757 2,922

ソフトウェア 147,897 58,640 89,257

合計 154,577 62,397 92,180

 

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) 

機械及び装置 6,680 3,200 3,479

ソフトウェア 137,597 44,708 92,888

合計 144,277 47,909 96,368

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 29,786千円 

１年超 83,678千円 

合計 113,465千円 
 

１年内 30,917千円

１年超 65,673千円

合計 96,591千円

１年内 28,479千円

１年超 72,017千円

合計 100,496千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 
 

支払リース料 23,586千円 

減価償却費相当額 21,399千円 

支払利息相当額 1,631千円 
 

支払リース料 15,409千円

減価償却費相当額 14,488千円

支払利息相当額 1,204千円

支払リース料 40,914千円

減価償却費相当額 37,403千円

支払利息相当額 2,991千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

 同左  同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配分

方法は利息法によっております。 

 同左  同左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年４月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間会計期間末 
（平成17年４月30日） 

 
取得原価 
（千円） 

中間貸借対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 6,431 8,405 1,974 

(2)その他 494,620 495,618 998 

合計 501,051 504,024 2,972 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
前中間会計期間末 

（平成17年４月30日） 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券  

 非上場株式 490 

 割引商工債券 49,975 

合計 50,465 

 

当中間会計期間末（平成18年４月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当中間会計期間末 
（平成18年４月30日） 

 
取得原価 
（千円） 

中間貸借対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 7,078 9,263 2,184 

(2)その他 493,302 491,364 △1,938 

合計 500,381 500,627 245 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
当中間会計期間末 

（平成18年４月30日） 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券  

 非上場株式 490 

 割引商工債券 49,977 

合計 50,467 
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前事業年度末（平成17年10月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度末 
（平成17年10月31日） 

 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 6,754 9,229 2,474 

(2)その他 493,302 511,656 18,353 

合計 500,057 520,886 20,828 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
前事業年度末 

（平成17年10月31日） 

 貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券  

 非上場株式 490 

 割引商工債券 49,990 

合計 50,480 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自平成16年11月１日 至平成17年４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。 

 

当中間会計期間（自平成17年11月１日 至平成18年４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。 

 

前事業年度（自平成16年11月１日 至平成17年10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。 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自平成16年11月１日 至平成17年４月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自平成17年11月１日 至平成18年４月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成16年11月１日 至平成17年10月31日） 

 該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1)生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目別 
前中間会計期間 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

自社製品  （千円） 1,554,414 1,822,869 2,988,297 

ＯＥＭ製品 （千円） 161,938 109,222 263,110 

合計 （千円） 1,716,353 1,932,091 3,251,408 

 （注）１．金額は生産金額によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2)受注状況 

当社製品は、主に需要予測による見込生産のため該当事項はありません。なお、ＯＥＭ製品は、受注生産を行っ

ておりますが、製品の受注から生産・納品に至る期間が短く、期末において受注残高が少ないため記載を省略して

おります。 

 

(3)販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目別 
前中間会計期間 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

自社製品  （千円） 3,450,663 3,596,897 6,191,802 

ＯＥＭ製品 （千円） 176,519 122,662 290,837 

合計 （千円） 3,627,183 3,719,560 6,482,640 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
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