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 （注）平成18年8月1日より当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更しております。

１．18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1）経営成績 （百万円未満の端数切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益

    百万円    ％      百万円    ％     百万円    ％

18年６月中間期 3,879 (29.8) 475 (85.2) 383 (96.2)

17年６月中間期 2,989 (△0.7) 256 (39.4) 195 (50.9)

17年12月期 7,123  845  737  

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

18年６月中間期 157 (85.3) 31.51 31.24

17年６月中間期 85 (64.0) 17.11 17.07

17年12月期 389  70.03 69.57
（注）１．持分法投資損益 18年６月中間期 ―百万円 17年６月中間期 ―百万円 17年12月期 ―百万円

２．期中平均株式数 18年６月中間期 5,005,799株 17年６月中間期 4,974,212株 17年12月期 4,975,496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

(2）財政状態 （百万円未満の端数切り捨て）

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

         百万円          百万円       ％      円 銭

18年６月中間期 15,101 7,134 47.2 1,419.20

17年６月中間期 15,512 6,687 43.1 1,344.68

17年12月期 14,720 7,173 48.7 1,431.14
（注）１．期末発行済株式数 18年６月中間期 5,026,850株 17年６月中間期 4,973,510株 17年12月期 4,983,950株

２．期末自己株式数 18年６月中間期 77,153株 17年６月中間期 130,493株 17年12月期 120,053株

(3）キャッシュ・フローの状況 （百万円未満の端数切り捨て）

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

18年６月中間期 △78 △1,014 379 1,070

17年６月中間期 495 △229 1,327 3,744

17年12月期 405 △557 △215 1,783

 
２．18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

　　　百万円 　　　百万円 　　　百万円

通期 8,400 900 450

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）82円06銭
 
３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

17年12月期 － 25.00 25.00

18年12月期（実績） －  －  

18年12月期（予想） － 15.00 15.00

※上記の予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本

　資料発表日現在における仮定を前提としております。今後、様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

　なお、上記業績予想に関する事項については、添付資料の４ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況
　該当事項はありません。

２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、人間の生命の価値を最も高いものと考え、それに直接係わる「クリーン,ヘルス,セーフティ」を業務テー

マとし、オリジナリティの高い技術をベースとした製品を供給することにより、社会に貢献することを目的に活動し

ております。

　そして、その供給の為に、人間の尊厳であるイマジネーションとクリエーションを社員全員に発揮して欲しいと求

め、結果として「他社に追随しない」「徹底して研究する」ことで、新たな技術革新と独創的な製品開発をし続ける

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、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、安定的な配当の維持および向上を図

ることを基本方針としております。

　なお、内部留保金につきましては、より一層の経営基盤強化のため、新技術・新製品の研究開発活動および設備投

資等に有効活用し、将来の継続的発展を図ってまいりたいと存じます。

(3）投資単位の引下げに関する考え方

　当社は、投資単位の引下げが、株式の流動性を高め、株主数の増加および適正な株価形成を促す有効な施策である

と認識しており、平成18年8月1日より当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更いたしました。

　今後の株価や市場の要請などを勘案し、その費用ならびに効果等を含め、必要に応じた検討を行ってまいります。

(4）目標とする経営指標

　当社は、堅実性と成長性をともに重視し、経営利益の拡大を目指しております。そしてその事業展開に際し、営業

利益の拡大および営業利益率の向上を目標としております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社は設立以来、「安全と健康」をテーマに、絶えず新しい技術に挑戦し、防じんマスク・防毒マスクを中心にさ

まざまな安全衛生保護具を提供してまいりました。

　今後は、マスク関連事業部門では、海外への市場展開も視野に入れながら、国内における地位を強化してまいりま

す。そしてさらに、「クリーン,ヘルス,セーフティ」に係わる新しい分野、即ち、環境改善機器・設備、強酸性電解

水生成装置、磁気式水処理装置販売等々の環境関連事業部門を当社の主要事業として育成し、医療分野をはじめとし

た新しい市場への開拓を進め、もって研究開発型の総合環境企業としてのゆるぎない地位の確立を目指してまいりま

す。

(6）会社の対処すべき課題

　わが国の労働安全衛生保護具業界の経営環境は、中長期的には、安全および衛生思想のさらなる普及や環境問題に

対する世論の高まりにより、解決すべき新たな課題とその課題にともなう需要の創造が期待できると思われます。

  しかしその反面、短期的には、わが業界の有力顧客である製造業を中心とする業種では、大企業においては、経営

環境の回復傾向が見られるものの、全般としては、経営構造改革に向けた企業の合併や統合、生産拠点の集約化、海

外移転、調達コストの削減要求等が図られており、今後も当社を取り巻く環境は、厳しい状況が続くものと思われま

す。

　一方、労働環境の一層の改善要求や国際的な規格との整合性を図るための製品に対する高度な性能要求、また、産

業廃棄物や石綿（アスベスト）に対する法整備や規制強化、災害や細菌感染等のエマージェンシー対応における官民

の要請は、より高まっております。既にダイオキシン類対策用製品については確実な市場が形成され、石綿対策用製

品の需要は、その拡大と長期化が見込まれています。またＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）や鳥インフルエンザ対

策用製品など突発的なニーズも現れております。

　このような状況の中でマスク関連事業部門では、これまで厚生労働省における国家検定の改正の度、これに対応し

た防じんマスク・防毒マスクの投入を行うことにより、既存市場の着実な維持、拡大を遂げてまいりましたが、ひき

続き性能・コスト両面の優位性を持った新製品を供給することにより、さらなる市場占有率の拡大を図ってまいりま

す。特に、当社独自の全く新しい発想から生まれた、世界初となる呼吸にリンクした送風を実現した風量制御機構

（Breath-Synchronized Air Flow System）の応用製品である呼吸追随形ブロワーマスクは、品種の充実とその普及を
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進めながら、海外市場も視野に入れ、当事業部門の核となる製品に育ててまいります。

　また、阪神淡路・新潟県中越地震、原発事故や大規模火災事故などによって、官民の天災・人災に対する防災意識

が高まり、米国・英国テロ、ＳＡＲＳ、鳥インフルエンザなどのように、有毒ガス・爆発物・細菌・ウイルス等の従

来では予測もし得なかった新たな危機への対応の必要性が増大しています。

  当社は、これらの社会的要請に応えるべく、産業用のみならず、消防救助や救命救急用の保護具・機器に加え、一

般市民向けの火災・特殊災害避難用製品など、エマージェンシー対応製品を市場に提案するとともに、突発的に起こ

る大きな需要に対し、迅速に対応し得る生産技術の開発を進めます。

　またその一方で、製造業におけるマスク市場の成熟化やグローバル化による海外からの市場参入等も予測されます。

このためそれに対処すべく、品質・コスト・生産体制等の総合的な製造力強化も早急に図ってまいります。

　環境関連事業部門において当社は、プッシュプル型換気装置「コーケンラミナー」、強酸性電解水生成装置「オキ

シライザ」、全自動内視鏡洗浄消毒装置「鏡内侍（かがみないし）」、磁気式水処理装置「エコビーム」、紫外線、

電解機能水を使用した土壌・地下水浄化装置「アクアフラッシュ」等の「クリーン,ヘルス,セーフティ」を実現する

革新性の高い製品を、新しい市場に絶え間なく送り出してまいりました。

　環境改善機器・設備については、これまでの景気低迷による設備投資抑制のため、潜在需要がありながらも、大手

自動車会社以外では、大きな成果をあげることはできておりませんでした。しかしながら、景気回復基調とともに、

自動車以外の業種においても、これらの導入の兆しが見え始めています。このため当社は、これに合わせて、機器・

設備のユニット化およびコストダウンを図り、今後の販売増へつなげてまいります。

　数年前に東南アジアを中心に猛威を振るったＳＡＲＳは、感染症の恐怖をあらためて認識させました。鳥インフル

エンザの広がりや新型インフルエンザの出現も懸念されている現在、感染の拡大抑制のための医療施設における感染

対策体制の早期整備が求められています。

　また、医療の現場は、罹患や感染のリスクが高いうえに、消毒薬や滅菌ガスなど、健康を害する恐れのあるさまざ

まな化学物質も使用していますが、そこで働く職員の安全衛生問題については、比較的関心が薄かった様に思われま

す。しかし最近では、医療施設で働く職員の健康被害が大きくクローズアップされるようになり、これを見直す機運

がようやく生まれてきました。

　当社は、これら医療施設内の感染対策や安全衛生リスク対策として、マスク類はもちろん、これまで推進してきた

強酸性電解水生成装置「オキシライザ」に加えて、全自動内視鏡洗浄消毒装置「鏡内侍」、環境改善機器・設備を含

めた総合的な安全提案を、医療機関に対して積極的に行う事により、医療分野をあらたな市場として開拓して、この

分野を当社事業の第２の柱に育てるよう努めてまいります。

(7）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運営状況

　当該当事項につきましては、別途開示いたしております「コーポレート・ガバナンス報告書」をご参照ください。
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３．経営成績
(1）当中間期の概況

　当中間期におけるわが国経済は、原油価格の高騰や為替の不安定な動きなどの懸念材料もありましたが、企業収益

の拡大を背景とする民間設備投資の堅調な動きや雇用環境の改善などに加え、個人消費にも増加の兆しが見られるな

ど、緩やかながらも着実な回復基調のなかで推移しました。

　このような情勢のもと、マスク関連事業部門においては、大手製造業を中心とした景気回復基調にともなうマスク

需要が増加しました。そして、前期7月より社会問題となった石綿対策用呼吸用保護具の販売増が当中間期中も継続し

ました。

　また、発売以来、トンネル工事作業用だけでなく一般産業用としても順調に販売が拡大している呼吸追随形ブロワー

マスクが、石綿レベル1の除去作業（発じんレベルが一番高い作業）用の呼吸用保護具として、石綿除去業者の間で広

く認知されるとともに、販売が大きく伸び、マスク関連事業部門では、前期比32.5％の増収となりました。

　環境関連事業部門においては、ホルムアルデヒド（ホルマリン）を使用する医療施設への卓上型プッシュプル換気

装置オープンドラフト「ラミナーテーブル」の販売が引き続き好調でした。

　また、解剖実習時に解剖体から発生するホルムアルデヒド対策を目的として、新しく開発した解剖実習用換気浄化

システム「コーケンラミナーＤＳ－５１」の大学医学部での採用もありました。

　しかしながら、全自動内視鏡洗浄消毒装置「鏡内侍（かがみないし）」の医療用具製造承認（薬事法）取得が平成

18年２月に、そしてその販売開始が下期となったため、期初予算は達成いたしましたが、前期比3.1％減に止まりまし

た。

　以上の結果、当中間期の売上高は、38億79百万円（前期比29.8％増）となりました。

　利益につきましては、売上高の増加にともない、営業利益4億75百万円（前期比85.2％増）、経常利益3億83百万円

（前期比96.2％増）中間純利益1億57百万円（前期比85.3％増）と向上いたしました。

　なお、当社の中間決算短信に記載される科目その他の金額については、従来、百万円未満又は千円未満を四捨五入

して記載しておりましたが、当中間期より、百万円未満又は千円未満を切り捨てて記載することに変更いたしました。

また、前中間期及び前期の金額についても切り捨てに変更して記載しております。

(2）通期の見通し

　わが国経済の見通しにつきましては、原油、素材価格の高騰や株安などの先行き不透明感も懸念されますが、今後

も好調な企業収益に支えられた設備投資の増加や雇用環境の改善などにより、引き続き景気回復基調で推移すると思

われます。

　このような景気情勢の中で、マスク関連事業部門におきましては、既にさまざまな業種において高い評価をいただ

いております呼吸追随形ブロワーマスクの拡販を、今後も推進してまいります。しかし、本年下期の石綿対策用呼吸

用保護具につきましては、昨年下期のようなパニック的受注状況ではなく、落ち着いた動きとなり、昨年下期の実績

をやや下回るものと思われます。

　環境関連事業部門では、これまで医療用マスクや卓上型プッシュプル換気装置オープンドラフト「ラミナーテーブ

ル」等による、“医療施設内の衛生管理、感染対策、作業環境対策を提供する企業＝興研”という医療分野における

当社の認知度を高める営業活動を継続して行ってまいりました。今後は、薬事承認を取得した新型の全自動内視鏡洗

浄消毒装置「鏡内侍（かがみないし）」も含めた医療施設向けのシステム・製品の実需に結びつけてまいります。

　これらにより、通期は売上高84億円（前期比17.9％増）、営業利益10億円（前期比18.2％増）、経常利益9億円（前

期比22.0％増）、当期純利益4億50百万円（前期比15.5％増）を計画しております。
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(3）財政状態

　当中間会計期間における現金および現金等価物（以下「資金」という。）は、税引前中間純利益が３億28百万円（前

年同期比101.3％増）でありましたが、たな卸資産の増加による減少や、有形固定資産の取得による支出等の要因によ

り、資金残高は前事業年度末より７億12百万円減少し、当中間期末には10億70百万円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、78百万円の支出（前年同期は４億95百万円の収入）となりました。これはお

もに、税引前中間純利益が３億28百万円となったことと売上債権の増加、たな卸資産の増加および法人税等の支

出によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、10億14百万円の支出（前年同期は２億29百万円の支出）となりました。これ

はおもに、有形固定資産の取得による支出10億47百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、３億79百万円の収入（前年同期は13億27百万円の収入）となりました。これ

はおもに、短期借入金の純増額２億82百万円、長期借入金の期日返済４億12百万円と長期借入金６億円の調達お

よび配当金の支払額１億23百万円によるものです。

　なお、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12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

中間 期末 中間 期末 中間

株主資本比率（％） 46.8 47.5 43.1 48.7 47.2

時価ベースの株主資本比率

（％）
31.1 32.9 26.6 65.7 54.9

債務償還年数（年） ― 17.1 ― 14.3 ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
7.8 3.5 9.7 4.3 △2.2

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：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（中間期は記載しておりません。）

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

①　株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

②　営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。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全ての負債を対象として

おります。また利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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(4）事業等のリスク

　当社の事業、経営成績および財務状況等に影響をおよぼす可能性のあるリスク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、本資料の発表日現在において当社が判断したものです。

①　研究開発について

　当社は、研究開発型の総合環境企業として「クリーン,ヘルス,セーフティ」に係わる革新性の高い製品を市場

に供給することを目的に経営資源の投入を行っておりますが、研究開発の全てが、新製品の開発や営業収益の増

加に結びつくとは限らず、また、諸事情により研究開発を中止せざるを得なくなった場合は、当社の業績に影響

をおよぼす可能性があります。

　また、当社はオリジナリティの高い技術をベースとした製品開発について、必要な知的財産保護手続きを行い、

既に特許等も多数保有しておりますが、その独自の技術を法的制限のみで、完全に保護することには限界があり、

第三者が当社の知的財産を使って模倣品や類似品を製造、販売することを防止出来ない可能性があります。そう

いった事象が発生した場合は、当社の業績に影響をおよぼす可能性があります。

②　法的規制について

　当社の事業は、「労働安全衛生法」「薬事法」「製造物責任法」等の様々な法規制に関連しており、これら法

規制を遵守すべく、コンプライアンス体制の強化と内部統制の整備を今後さらに進めてまいります。

　万一これらの法規制に適合しない事象が発生した場合、製品の回収や当社が進めている事業に制限が出る可能

性があります。また、あらたな法規制の制定や改正がなされた場合は、設備投資等の新たな費用が発生すること

により、当社の業績に影響をおよぼす可能性があります。

③　品質保証・品質管理について

　当社の製品は、過酷な環境下での使用が想定されることに加え、使用者の安全と健康を守るという製品の特長

から、より高い耐久性、信頼性が求められております。

　当社は、社長直属の品質に関わる独立した部署である品質保証室を設置するとともに、ISO 9001に基づく品質

マネジメントシステムを構築および維持することにより、万全な品質保証体制を取っております。そして品質保

証室は、各テクノヤード（工場）に製品検査員を配置し、テクノヤードの製造工程、検査工程の監視を行い、テ

クノヤードは、日本工業規格、厚生労働省国家検定規格および当社独自の厳格な品質保証・品質管理基準による

製品の製造を行っております。

　しかしながら、予期せぬ要因によって、平成12年度より厚生労働省が行っている呼吸用保護具の買い取り試験

における不適合の指摘や製品の欠陥および故障が発生した場合は、回収、修理費用等の負担などにより、当社の

業績に影響をおよぼす可能性があります。

　今後、さらなる品質保証・品質管理体制の強化を図ってまいります。

④　災害等について

　当社は、４ヶ所の生産拠点テクノヤードを関東地区（埼玉県、群馬県、神奈川県）に置いています。

　それぞれの生産拠点では、地震、火災等の災害に対して、損害、被害を最小限に留めるべく危機管理体制の強

化を行っておりますが、予測を大きく上回るような大規模災害が発生した場合は、生産および出荷等が著しく低

下し、当社の業績に影響をおよぼす可能性があります。

⑤　環境問題について

　当社の研究所とテクノヤードの計２ヶ所において、自主的に土壌・地下水の調査を行い、トリクロロエチレン

による汚染が判明した後、外部公表を行うとともに、その２ヶ所での浄化対策を実施しております。順調に浄化

が進んでおりますが、浄化が完了する時期の想定が現在のところ難しく、浄化対策が長期間を要した場合、その

対策に関わる費用は、当社の業績に影響をおよぼす可能性があります。
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

 （千円未満の端数切り捨て）

  
前中間会計期間末

（平成17年６月30日現在）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日現在）
前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12月31日現在）

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           

現金及び預金  3,993,957   1,292,934   1,981,638   

受取手形 ※３,４ 1,031,394   1,629,921   962,125   

売掛金  1,196,708   1,501,149   2,113,404   

たな卸資産  1,513,344   1,814,404   1,438,082   

繰延税金資産  54,080   99,204   115,448   

その他  46,550   125,603   67,325   

貸倒引当金  △2,400   △4,000   △4,000   

流動資産合計   7,833,636 50.5  6,459,216 42.8  6,674,024 45.3

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

建物 ※２ 1,272,217   1,616,282   1,269,471   

機械装置  1,148,092   1,632,157   1,342,861   

土地 ※２ 3,444,360   3,471,505   3,444,360   

その他  457,187   477,101   484,607   

有形固定資産合計   6,321,858 40.7  7,197,047 47.7  6,541,300 44.4

(2）無形固定資産   13,655 0.1  13,669 0.1  13,109 0.1

(3）投資その他の資産           

投資有価証券 ※２ 379,484   561,486   676,903   

関係会社株式  5,000   5,000   5,000   

繰延税金資産  240,102   130,638   82,994   

その他  759,179   759,211   745,521   

貸倒引当金  △70,600   △43,000   △43,000   

投資その他の資産合
計

  1,313,167 8.5  1,413,336 9.3  1,467,418 10.0

固定資産合計   7,648,680 49.3  8,624,053 57.1  8,021,829 54.5

Ⅲ　繰延資産           

社債発行費  30,608   17,891   24,250   

繰延資産合計   30,608 0.2  17,891 0.1  24,250 0.2

資産合計   15,512,926 100.0  15,101,161 100.0  14,720,103 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年６月30日現在）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日現在）
前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12月31日現在）

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           

買掛金  209,427   204,533   217,821   

短期借入金 ※２,５ 942,000   1,200,000   918,000   

１年内返済予定の長
期借入金

※２ 1,631,624   724,832   678,064   

１年内償還予定社債 ※２ 950,000   －   －   

未払法人税等  58,798   166,051   154,288   

賞与引当金  98,000   159,000   197,000   

役員賞与引当金  －   20,500   －   

その他  371,309   468,907   497,732   

流動負債合計   4,261,160 27.5  2,943,823 19.5  2,662,906 18.1

Ⅱ　固定負債           

社債 ※２ 2,500,000   2,500,000   2,500,000   

長期借入金 ※２ 1,304,260   1,824,428   1,683,624   

退職給付引当金  395,379   324,191   325,146   

役員退職引当金  349,300   362,500   361,100   

その他  15,048   12,120   13,584   

固定負債合計   4,563,988 29.4  5,023,240 33.3  4,883,455 33.2

負債合計   8,825,148 56.9  7,967,064 52.8  7,546,361 51.3

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   674,265 4.3  － －  674,265 4.6

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  527,936   －   527,936   

資本剰余金合計   527,936 3.4  － －  527,936 3.6

Ⅲ　利益剰余金           

利益準備金  168,566   －   168,566   

任意積立金  5,023,698   －   5,023,698   

中間（当期）未処分
利益

 294,074   －   598,440   

利益剰余金合計   5,486,338 35.4  － －  5,790,704 39.3

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  106,627 0.7  － －  283,026 1.9

Ⅴ　自己株式   △107,390 △0.7  － －  △102,191 △0.7

資本合計   6,687,777 43.1  － －  7,173,742 48.7

負債・資本合計   15,512,926 100.0  － －  14,720,103 100.0

           

－ 8 －



  
前中間会計期間末

（平成17年６月30日現在）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日現在）
前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12月31日現在）

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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

　(1）資本金   － －  674,265 4.5  － －

　(2）資本剰余金           

　資本準備金  －   527,936   －   

　その他資本剰余金  －   339   －   

  資本剰余金合計   － －  528,276 3.5  － －

　(3）利益剰余金           

　利益準備金  －   168,566   －   

　その他利益剰余金           

　別途積立金  －   5,186,000   －   

　圧縮記帳積立金  －   34,841   －   

　繰越利益剰余金  －   393,440   －   

　利益剰余金合計   － －  5,782,847 38.2  － －

　(4）自己株式   － －  △68,830 △0.4  － －

　　    株主資本合計   － －  6,916,558 45.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

　(1）その他有価証券
　　  評価差額金

  －   217,538   －  

評価・換算差額等合計   － －  217,538 1.4  － －

純資産合計   － －  7,134,097 47.2  － －

負債純資産合計   － －  15,101,161 100.0  － －
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(2）中間損益計算書

 （千円未満の端数切り捨て）

  
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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   2,989,055 100.0  3,879,182 100.0  7,123,034 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  1,505,421 50.4  1,940,123 50.0  3,679,584 51.6

売上総利益   1,483,633 49.6  1,939,058 50.0  3,443,450 48.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,226,930 41.0  1,463,636 37.7  2,597,604 36.5

営業利益   256,703 8.6  475,421 12.3  845,845 11.9

Ⅳ　営業外収益           

受取利息  361   133   711   

その他  8,773   16,267   20,526   

営業外収益合計   9,134 0.3  16,401 0.4  21,237 0.3

Ⅴ　営業外費用           

支払利息  51,457   37,004   89,280   

手形売却損  1,378   1,155   3,286   

アレンジメント
フィー

 －   40,000   －   

その他  17,623   30,395   36,586   

営業外費用合計   70,459 2.4  108,555 2.8  129,153 1.8

経常利益   195,378 6.5  383,267 9.9  737,929 10.4

Ⅵ　特別利益           

ゴルフ会員権償還益  12,600   －   12,600   

貸倒引当金戻入額  714   －   －   

特別利益合計   13,314 0.5  － －  12,600 0.2

Ⅶ　特別損失           

固定資産除却損  436   21,136   44,895   

固定資産撤去費用  －   2,670   14,799   

減損損失 ※２ －   29,555   －   

製品回収費  45,165   1,635   43,656   

特別損失合計   45,602 1.5  54,996 1.4  103,350 1.5

税引前中間（当期）純
利益

  163,090 5.5  328,270 8.5  647,178 9.1

法人税、住民税及び事
業税

 55,000   157,000   260,000   

法人税等調整額  23,002 78,002 2.6 13,528 170,528 4.4 △2,276 257,723 3.6

中間（当期）純利益   85,088 2.9  157,741 4.1  389,454 5.5

前期繰越利益   208,985      208,985  

中間（当期）未処分利
益

  294,074      598,440  
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(3）中間株主資本等変動計算書

 当中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

 （千円未満の端数切り捨て）

株主資本
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主
資本
合計

その他
有価証券
評価差額金資本

準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

別途積立金
圧縮記帳
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日
　　残高　（千円）

674,265 527,936 － 168,566 4,986,000 37,698 598,440 △102,191 6,890,715 283,026 7,173,742

中間会計期間中の

変動額
  

別途積立金の積立     200,000  △200,000  －  －

圧縮記帳積立金の取

崩
     △2,856 2,856  －  －

剰余金の配当       △124,598  △124,598  △124,598

利益処分による
役員賞与

      △41,000  △41,000  △41,000

中間純利益       157,741  157,741  157,741

自己株式の取得        △156 △156  △156

自己株式の処分   339     33,517 33,857  33,857

株主資本以外の

項目の中間会計期間

中の変動額

（純額）

         △65,488 △65,488

中間会計期間中の変

動額合計

　（千円）

－ － 339 － 200,000 △2,856 △205,001 33,360 25,844 △65,488 △39,644

平成18年６月30日
　　残高　（千円）

674,265 527,936 339 168,566 5,186,000 34,841 393,440 △68,830 6,916,558 217,538 7,134,097
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

 （千円未満の端数切り捨て）

  

前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12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
 163,090 328,270 647,178

減価償却費  159,389 228,405 345,499

減損損失  － 29,555 －

固定資産除却損  436 21,136 44,895

貸倒引当金の増加額（△

減少額）
 △1,094 － 5,895

ゴルフ会員権償還益  △12,600 － △12,600

退職給付引当金の増加額

(△減少額）
 8,555 △955 △61,677

役員退職引当金の増加額  11,800 1,400 23,600

賞与引当金の増加額（△

減少額）
 △38,000 △38,000 61,000

役員賞与引当金の増加額  － 20,500 －

受取利息及び受取配当金  △2,514 △3,517 △3,491

支払利息  51,457 37,004 89,280

売上債権減少額（△増加

額）
 560,710 △55,541 △286,715

たな卸資産減少額（△増

加額）
 △220,368 △376,322 △145,105

仕入債務の増加額

（△減少額）
 79,045 △13,288 87,439

未払消費税等の増加額

（△減少額）
 △42,164 △16,453 △27,358

役員賞与支払額  △20,800 △41,000 △20,800

その他  △13,635 △24,073 5,659

小計  683,307 97,120 752,700

利息及び配当金の受取額  2,501 3,538 3,492

利息の支払額  △50,935 △36,486 △95,173

法人税等の支払額  △139,389 △142,657 △255,486

営業活動による

キャッシュ・フロー
 495,483 △78,485 405,532
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前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12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
 △205,000 △180,007 △390,002

定期預金の払戻による収

入
 186,000 156,010 422,500

投資有価証券の売却によ

る収入
 9,000 5,000 9,000

有形固定資産の取得によ

る支出
 △240,976 △1,047,364 △655,670

有形固定資産の売却によ

る収入
 5,140 57,369 46,920

貸付金の回収による収入  776 764 1,500

その他  15,853 △5,892 8,672

投資活動による

キャッシュ・フロー
 △229,206 △1,014,120 △557,079

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  530,000 1,260,000 1,550,000

短期借入金の返済による

支出
 △508,000 △978,000 △1,552,000

長期借入れによる収入  600,000 600,000 1,300,000

長期借入金の返済による

支出
 △384,018 △412,428 △1,658,214

社債発行による収入  2,165,400 － 2,165,400

社債の償還による支出  △1,000,000 － △1,950,000

自己株式の取得による支

出
 △1,281 △156 △2,835

自己株式の売却による収

入
 － 33,857 6,752

配当金の支払額  △74,625 △123,368 △74,625

財務活動による

キャッシュ・フロー
 1,327,475 379,903 △215,522

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  1,593,752 △712,702 △367,069

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残

高
 2,150,705 1,783,636 2,150,705

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
※１ 3,744,457 1,070,934 1,783,636
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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

項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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）

(1）有価証券

満期保有目的の債券：

同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券：

同左

 子会社株式：

移動平均法による原価法

子会社株式：

 同左

子会社株式：

同左

 その他有価証券

時価のあるもの：

中間決算日前１か月の市場

価格等の平均に基づく時価

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：

中間決算日前１か月の市場

価格等の平均に基づく時価

法（評価差額は全部純資産

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：

決算日前１か月の市場価格

等の平均に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入

法により処理し,売却原価

は移動平均法により算定）

 時価のないもの：

移動平均法による原価法

時価のないもの：

同左

時価のないもの：

同左

 (2）たな卸資産

製品・仕掛品：

総平均法による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

 商品・原材料：

移動平均法による原価法

  

 貯蔵品：

最終仕入原価法による原価法

  

 未成工事支出金：

個別法による原価法

  

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（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。

(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

　なお、ソフトウェア（自社利

用）については社内における見

込利用可能期間（５年）による

定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権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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項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 (2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額に基づき計上して

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

務およ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。なお、数理計算上

の差異は、その発生年度の翌期に

全額費用処理することとしその２

分の１を当中間会計期間に計上し

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

給付債務および年金資産の見込

額に基づき、計上しております。

なお、数理計算上の差異は、そ

の発生年度の翌期に全額費用処

理することとしております。

 (4）役員退職引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間期

　末要支給額を計上しております。

(4）役員退職引当金

　同左

(4）役員退職引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

  

─────

(5）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。

 

─────

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

　中間キャッシュ・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 　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。

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

消費税等の処理方法

　消費税および地方消費税の会

計処理は税抜方式によっており

ます。

　なお、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「その他」に含めて表示し

ております。

消費税等の処理方法

　消費税および地方消費税の会

計処理は税抜方式によっており

ます。

　なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は、相殺のうえ流動資

産の「その他」に含めて表示し

ております。

    消費税等の処理方法

　消費税および地方消費税の会

計処理は税抜方式によっており

ます。
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会計処理の変更

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）  

 ────── 　当中間会計期間より、「固定資産の減損に係る

会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会平成14年8

月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第6号平成15年

10月31日）を適用しております。これにより、税

引前中間純利益は29,555千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の中

間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接

控除しております。

──────

 （役員賞与に関する会計基準）  

 ────── 　役員賞与は、従来、株主総会の利益処分案決議

により未処分利益の減少として会計処理しており

ましたが、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　平成17年11

月29日）を適用しております。なお、当社は役員

賞与の金額を事業年度の業績等に基づき、発生し

た期間の費用として会計処理することとしており

ます。これにより営業利益、経常利益、税引前中

間純利益は20,500千円減少しております

──────

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

　会計基準）

 

 ────── 　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５

号平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号　平成17年12月９日）

を適用しております。なお、従来の資本の部の合

計に相当する金額は7,134,097千円であります。

　中間財務諸表等規則の改正による中間貸借対照

表の表示に関する変更は以下のとおりであります。

１　前事業年度における「資本の部」は、当中間

　会計期間から「純資産の部」となり、純資産の

　部」は「株主資本」及び「評価・換算差額等」

　に分類して表示しております。

２　前事業年度において独立掲記しておりました

　「資本金」、「資本剰余金」及び「利益剰余

　金」は当中間会計期間においては「株主資本」

　の内訳科目として表示しております。

３　前事業年度において「資本剰余金」の内訳科

　目として表示しておりました「任意積立金」

　は、当中間会計期間から「その他利益剰余金」

　の内訳科目として表示しております。なお、本

　改正により従来の「任意積立金」の区分は廃止

　されております。

──────
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 ────── ４　前事業年度において「利益剰余金」の内

　訳科目として表示しておりました「当期未

　処分利益」は当中間会計期間から「その他

　利益剰余金」の内訳科目である「繰越利益

　剰余金」として表示しております。

５　前事業年度において「利益剰余金」の次

　に表示しておりました「その他有価証券評

　価差額金」は当中間会計期間から「評価・

　換算差額等」の内訳科目として表示してお

　ります。　　

──────
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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17年６月30日現在）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日現在）
前事業年度末

（平成17年12月31日現在）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額
   5,504,823千円 5,341,756千円 5,264,707千円 

※２．担保提供資産    

建物

土地

投資有価証券

計

    1,048,727千円

 3,325,939千円

20,016千円

    4,394,682千円

 971,545千円

2,996,037千円

    －千円

3,967,582千円

897,234千円

2,996,037千円

    －千円

3,893,271千円

担保されている債務    

社債

長期借入金

（１年内返済分を含む）

短期借入金

計

  950,000千円

 2,272,884千円

592,000千円

 3,814,884千円

－千円

2,314,260千円

800,000千円

3,114,260千円

       －千円

     2,062,688千円

568,000千円

2,630,688千円

※３．受取手形割引高 150,481千円 －千円 469,900千円

受取手形裏書譲渡高 13,930千円 9,221千円 6,601千円

※４．期末日満期手形処理に

ついて

───── ───── 　期末日満期手形の処理は、手形交

換日をもって決済処理しています。

なお、当決算期末日が金融機関の休

日であったため、次の決算期末日満

期手形が決算期末日残高に含まれて

います。

 受取手形 20,682千円

割引手形 69,496千円

裏書手形 1,077千円

※５．財務制限条項  ─────  　借入金のうち、シンジケートロー

ン契約（残高合計1,000百万円）には、

財務制限条項が付されており下記の

いずれかの条項に抵触した場合、多

数貸付人の請求に基づくエージェン

トの借入人に対する通知により、借

入人は全貸付人およびエージェント

に対する本契約上の全ての債務につ

いて期限の利益を失い、直ちに貸付

の元本ならびに利息および清算金そ

の他本契約にもとづき借入人が支払

義務を負担する全ての金員を支払う

ことになっています。

（条項）

①貸借対照表の資本の部の金額を

　平成16年12月決算期末日における

　貸借対照表の資本の部の金額の

　80％および直前の決算期末日にお

　ける貸借対照表の資本の部の金額

　の80％のいずれか高い方の金額以

　上に維持すること。

②損益計算書における経常損益につ

　き、損失を計上しないこと。

 

 ─────
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１.減価償却実施額    

有形固定資産　  158,786千円

無形固定資産　　    603千円

有形固定資産　　　227,830千円

無形固定資産　　　　　575千円

有形固定資産　　344,351千円

無形固定資産　　　1,148千円

※２.減損損失  

 

 

 

 

 

 

 

 

─────

 

 　当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損失

を計上しました。 

場所 用途 種類

北海道

岩内郡

共和町

 遊休資産  土地

北海道

有珠郡

壮瞥町

 遊休資産  土地

 　当社は、事業用資産、遊休資産に

分類し、事業用資産全体をキャッ

シュ・フローを生成する最小単位とし

てグルーピングを実施しておりま

す。

　当中間会計期間において、上記の遊

休資産について、地価の著しい下落に

より、その帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

（29,555千円）として特別損失に計上

しました。

　その内訳は、北海道岩内郡共和町の

土地12,682千円、北海道有珠郡壮瞥町

の土地16,872千円であります。

　なお、上記資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、正味

売却価額については固定資産税評価額

により評価しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─────
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 当中間会計期間　（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）
 
 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末

株式数（千株）

 発行済株式     

 普通株式 5,104,003 － － 5,104,003

合計 5,104,003 － － 5,104,003

自己株式     

 普通株式（注） 120,053 100 43,000 77,153

合計 120,053 100 43,000 77,153

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加100株は単元未満株式の買取による増加であり、減少43,000株はストックオ

　　　 プション制度における権利行使によるものであります。

 

  2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  　 該当事項はありません。

 

  3.配当に関する事項
 
  （1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

 平成18年３月30日

定時株主総会
 普通株式 124 25  平成17年12月31日  平成18年３月31日

 
  （2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

 　　該当事項はありません。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

 （千円未満の端数切り捨て）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１.　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（平成17年６月30日現在）

※１.　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（平成18年６月30日現在）

※１.　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12月31日現在）

現金及び預金勘定 3,993,957千円

預入期間が3か月を超える定

期預金 △249,500千円

現金及び現金同等物   3,744,457千円

現金及び預金勘定 1,292,934千円

預入期間が3か月を超える定

期預金 △222,000千円

現金及び現金同等物 1,070,934千円

現金及び預金勘定 1,981,638千円

預入期間が3か月を超える定

期預金 △198,002千円

現金及び現金同等物 1,783,636千円
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①　リース取引

  （千円未満の端数切り捨て） 

項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

　リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および中間

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・減損損失

累計額相当額および中間期末残高

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および期末

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)

有形固
定資産
その他

560,001 298,594 261,407

合計 560,001 298,594 261,407

 

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

542,434 278,329 264,105

合計 542,434 278,329 264,105

 

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

596,289 353,536 242,753

合計 596,289 353,536 242,753

 （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。

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

当額等

２．未経過リース料期末残高相当額

  　　未経過リース料中間期末残高相

当額等

 

 １年内 97,583千円

１年超 163,823千円

合計 261,407千円

１年内      111,458千円

１年超    152,647千円

合計    264,105千円

１年内       98,042千円

１年超      144,710千円

合計      242,753千円

 （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。

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・リース資産減損

勘定の取崩額・減価償却費相当額

及び減損損失

３．支払リース料及び減価償却費相

当額

 支払リース料 61,325千円

減価償却費相当

額
61,325千円

支払リース料    54,213千円

減価償却費相当

額
    54,213千円

支払リース料    116,348千円

減価償却費相当

額
  116,348千円

 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

  （減損損失について）

　リース資産に配分された減損損

失はありません。
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年６月30日）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

  （千円未満の端数切り捨て） 

 

前中間会計期間末（平成17年６月30日）

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

利付興業債券 15,000 15,010 10

合計 15,000 15,010 10

２．その他有価証券で時価のあるもの

 （千円未満の端数切り捨て）  

 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 130,954 310,734 179,780

(2）債券    

社債 － － －

(3）その他  － － －

合計 130,954 310,734 179,780

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 （千円未満の端数切り捨て）  

 
前中間会計期間末（平成17年６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（店頭売買株式を除く） 53,750
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当中間会計期間末（平成18年６月30日）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

  （千円未満の端数切り捨て） 

 

当中間会計期間末（平成18年６月30日）

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

利付興業債券 10,000 9,986 △13

合計 10,000 9,986 △13

２．その他有価証券で時価のあるもの

 （千円未満の端数切り捨て）  

 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 130,954 497,736 366,782

(2）債券    

社債  　　　　　　　　 －                   －                   －

(3）その他  －  －  － 

合計 130,954 497,736 366,782

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 （千円未満の端数切り捨て）  

 
当中間会計期間末（平成18年６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 53,750
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前事業年度末（平成17年12月31日）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

  （千円未満の端数切り捨て） 

 

前事業年度末（平成17年12月31日）

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

利付興業債券 15,000 14,994 △5

合計 15,000 14,994 △5

２．その他有価証券で時価のあるもの

 （千円未満の端数切り捨て）  

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 130,954 608,153 477,199

(2）債券    

社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 130,954 608,153 477,199

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 （千円未満の端数切り捨て）  

 
前事業年度末（平成17年12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（店頭売買株式を除く） 53,750
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③　デリバティブ取引

前中間会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　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17年１月１日　至　平成17年６月30日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　該当事項はありません。

⑤　ストックオプション等関係

当中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額

1,344円68銭

１株当たり純資産額

     1,419円20銭

１株当たり純資産額

   1,431円14銭

１株当たり中間純利益金額

17円11銭

１株当たり中間純利益金額

  31円51銭

１株当たり当期純利益金額

  70円03銭

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額

17円07銭

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額

  31円24銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額

  69円57銭

　（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。

 （千円未満の端数切り捨て）

 
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 85,088 157,741 389,454

普通株主に帰属しない金額（千円） －   － 41,000

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
85,088 157,741 348,454

期中平均株式数（株） 4,974,212 5,005,799 4,975,496

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － －  －

普通株式増加数（株） 11,294 42,770 32,927

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（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類（新

株予約権の数97個）

　

 

－

 

－
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（重要な後発事象）

前中間会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）　

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）　

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　該当事項はありません。
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５．品目別売上高
 （千円未満の端数切り捨て）

区分

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

金額（千円） 比率（％） 金額（千円） 比率（％） 金額（千円） 比率（％）

防じんマスク 1,652,441 55.3 2,344,325 60.4 4,029,024 56.6

防毒マスク 539,277 18.0 607,887 15.7 1,624,293 22.8

防じん・防毒マスク関連

その他製品
571,073 19.1 707,675 18.2 1,063,267 14.9

小計 2,762,792 92.4 3,659,888 94.3 6,716,585 94.3

環境改善工事および機器 226,262 7.6 219,294 5.7 406,449 5.7

合計 2,989,055 100.0 3,879,182 100.0 7,123,034 100.0

（上記のうち輸出分） (143,414) (4.8) (149,555) (3.9) (323,258) (4.5)

主要製品の期中受注高及び受注残高

　当社は、概ね見込生産をおこなっておりますので、記載を省略しました。
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