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１．平成18年８月中間期の業績（平成18年3月1日～平成18年8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 ％

18年8月中間期 4,756 (7.0) 331 (△8.6) 350 (△5.2)
17年8月中間期 4,446 (6.5) 363 (91.0) 370 (95.0)
18年2月期 9,017 (6.0) 585 (13.5) 580 (15.9) 

 中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭

18年8月中間期 203 (72.1) 28 01
17年8月中間期 118 (28.1) 16 31
18年2月期 229 (△19.8) 29 91

（注）①期中平均株式数 18年8月中間期 7,250,729株 17年8月中間期 7,232,529株 18年2月期 7,236,416株

 ②会計処理の方法の変更 無

 ③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)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 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8月中間期 10,941 5,827 53.3 803 12
17年8月中間期 10,646 5,578 52.4 771 33
18年2月期 10,601 5,747 54.2 792 79

（注）①期末発行済株式数 18年8月中間期 7,255,800株 17年8月中間期 7,237,800株 18年2月期 7,249,800株

 ②期末自己株式数 18年8月中間期 152,000株 17年8月中間期 170,000株 18年2月期 158,000株

２．平成19年２月期の業績予想（平成18年3月1日～平成19年2月28日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 9,417  668  336  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  46円 42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

18年2月期 － 15.0 15.0

19年2月期（実績） －  －  

19年2月期（予想） － 15.0 15.0

 

 

※　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。
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６．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17年８月31日)

当中間会計期間末
(平成18年８月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年２月28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  515,235   311,629   445,818   

２．受取手形  588,314   481,064   734,815   

３．売掛金  2,759,063   3,384,667   2,778,396   

４．たな卸資産  734,227   627,013   608,842   

５．繰延税金資産  117,993   140,530   108,736   

６．その他  15,826   24,164   3,861   

貸倒引当金  △2,177   △772   △703   

流動資産合計   4,728,484 44.4  4,968,296 45.4  4,679,767 44.1

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※1          

１．建物 ※2 1,163,945   1,196,548   1,202,813   

２．機械装置 ※4 927,291   832,248   878,716   

３．土地 ※2 2,237,594   2,240,158   2,240,158   

４．その他  252,973   302,695   218,415   

有形固定資産合計   4,581,805 43.0  4,571,652 41.8  4,540,104 42.8

(2）無形固定資産           

１．ソフトウェア  120,237   103,387   108,118   

２．その他  146,315   144,145   145,161   

無形固定資産合計   266,553 2.5  247,533 2.3  253,280 2.4

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  324,364   393,801   404,247   

２．繰延税金資産  320,061   334,629   305,908   

３．その他  445,483   509,957   438,753   

貸倒引当金  △20,320   △84,495   △20,289   

投資その他の資産合
計   1,069,588 10.1  1,153,892 10.5  1,128,619 10.7

固定資産合計   5,917,946 55.6  5,973,077 54.6  5,922,004 55.9

資産合計   10,646,431 100.0  10,941,374 100.0  10,601,771 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年８月31日)

当中間会計期間末
(平成18年８月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年２月28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  203,908   271,671   283,216   

２．買掛金  708,290   685,027   601,849   

３．短期借入金 ※2 998,000   1,200,000   1,052,000   

４．１年以内返済予定長
期借入金 ※2 606,092   877,400   553,592   

５．未払法人税等  168,093   219,439   94,372   

６．賞与引当金  204,000   243,000   198,000   

７．役員賞与引当金  －   6,301   －   

８．その他  405,189   441,730   466,221   

流動負債合計   3,293,573 30.9  3,944,569 36.0  3,249,252 30.7

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※2 1,163,700   536,300   972,300   

２．退職給付引当金  528,589   539,505   545,233   

３．役員退職慰労引当金  81,852   93,707   87,417   

固定負債合計   1,774,141 16.7  1,169,512 10.7  1,604,950 15.1

負債合計   5,067,715 47.6  5,114,082 46.7  4,854,202 45.8

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   889,190 8.3  －   889,190 8.4

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  757,934   －   757,934   

２．その他資本剰余金  2,030   －   5,510   

資本剰余金合計   759,964 7.1  － －  763,444 7.2

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  125,100   －   125,100   

２．任意積立金  3,685,000   －   3,685,000   

３．中間（当期）未処分
利益  211,608   －   322,655   

利益剰余金合計   4,021,708 37.8  － －  4,132,755 39.0

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金   26,853 0.3  － －  72,779 0.7

Ⅴ　自己株式   △119,000 △1.1  － －  △110,600 △1.1

資本合計   5,578,715 52.4  － －  5,747,568 54.2

負債・資本合計   10,646,431 100.0  － －  10,601,771 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年８月31日)

当中間会計期間末
(平成18年８月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年２月28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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

　１．資本金   － －  889,190 8.1  － －

　２．資本剰余金           

　　(1)資本準備金  －   757,934   －   

　　(2)その他資本剰余金  －   7,250   －   

　　　資本剰余金合計   － －  765,184 7.0  － －

　３．利益剰余金           

　　(1)利益準備金  －   125,100   －   

　　(2)その他利益剰余金           

　　　 別途積立金  －   3,785,000   －   

　　　 繰越利益剰余金  －   304,379   －   

　　　利益剰余金合計   － －  4,214,479 38.5  － －

　４．自己株式   － －  △106,400 △0.9  － －

　　株主資本合計   － －  5,762,453 52.7  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

 　１．その他有価証券評
価差額金   － －  64,837 0.6  － －

 　評価・換算差額等合計   － －  64,837 0.6  － －

 　純資産合計   － －  5,827,291 53.3  － －

 　負債純資産合計   － －  10,941,374 100.0  － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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   4,446,824 100.0  4,756,002 100.0  9,017,244 100.0

Ⅱ　売上原価   3,162,808 71.1  3,386,550 71.2  6,610,891 73.3

売上総利益   1,284,015 28.9  1,369,451 28.8  2,406,352 26.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費   920,874 20.7  1,037,545 21.8  1,821,261 20.2

営業利益   363,141 8.2  331,905 7.0  585,091 6.5

Ⅳ　営業外収益 ※1  29,930 0.6  37,748 0.8  46,991 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※2  22,955 0.5  18,825 0.4  51,427 0.6

経常利益   370,116 8.3  350,827 7.4  580,655 6.4

Ⅵ　特別利益 ※3  102 0.0  20,919 0.4  1,619 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4  145,614 3.2  13,758 0.3  176,068 1.9

税引前中間（当期）
純利益   224,603 5.1  357,987 7.5  406,207 4.5

法人税、住民税及び
事業税  161,462   210,000   240,000   

法人税等調整額  △54,866 106,596 2.4 △55,085 154,914 3.2 △62,846 177,153 2.0

中間（当期）純利益   118,007 2.7  203,073 4.3  229,054 2.5

前期繰越利益   93,600   101,306   93,600  

中間(当期)未処分利
益   211,608   304,379   322,655  
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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3月1日　至　平成18年8月31日）

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計

 資本金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金 繰越利益剰

余金

平成18年２月28日残

高（千円） 889,190 757,934 5,510 763,444 125,100 3,685,000 322,655 4,132,755 △110,600 5,674,789

中間会計期間中の変

動額           

別途積立金の積立 － － － － － 100,000 △100,000 － － －

剰余金の配当 － － － － － － △108,747 △108,747 － △108,747

利益処分による役

員賞与 － － － － － － △12,602 △12,602 － △12,602

中間純利益 － － － － － － 203,073 203,073 － 203,073

自己株式の処分 － － 1,740 1,740 － － － － 4,200 5,940

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） － － － － － － － － － －

中間会計期間中の変

動額合計（千円） － － 1,740 1,740 － 100,000 △18,276 81,724 4,200 87,664

平成18年８月31日残

高（千円） 889,190 757,934 7,250 765,184 125,100 3,785,000 304,379 4,214,479 △106,400 5,762,453

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価

証券評価差

額金

評価・換算

差額等合計

平成18年２月28日残

高（千円） 72,779 72,779 5,747,568

中間会計期間中の変

動額    

別途積立金の積立 － － －

剰余金の配当 － － △108,747

利益処分による役

員賞与 － － △12,602

中間純利益 － － 203,073

自己株式の処分 － － 5,940

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） △7,942 △7,942 △7,942

中間会計期間中の変

動額合計（千円） △7,942 △7,942 79,722

平成18年８月31日残

高（千円） 64,837 64,837 5,827,291
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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17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　子会社及び関連会社株式

総平均法による原価法

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　子会社及び関連会社株式

同　左

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　子会社及び関連会社株式

同　左

②　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、売却原価は総平均法に

より算出）

②　その他有価証券

時価のあるもの

同　左

②　その他有価証券

時価のあるもの

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、

売却原価は総平均法により

算出）

時価のないもの

総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）デリバティブ

同　左

(3）たな卸資産

①　製品及び仕掛品

アルミ押出用金型は、総平均

法による原価法

その他は個別法による原価法

(3）たな卸資産

①　製品及び仕掛品

同　左

(3）たな卸資産

①　製品及び仕掛品

同　左

②　原材料

アルミ押出用金型は、移動平

均法による原価法

その他は、総平均法による原

価法

②　原材料

同　左

 

②　原材料

同　左

 

 

③　貯蔵品

総平均法による原価法

③　貯蔵品

同　左

③　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

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（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。  

建物 ７～31年

機械装置 ７～11年

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同　左

２．固定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

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。

(2) 無形固定資産

同　左

(2) 無形固定資産

同　左
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前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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

倒実績率により、貸倒懸念債権

等の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．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同　左

３．引当金の計上基準

(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) ―――――――

 

(3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額の当中間会計期間負

担額を計上しております。

 （会計方針の変更） 

当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（平成17

年11月29日 企業会計基準委員

会 企業会計基準第４号）を適

用しております。

　これにより、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益がそ

れぞれ6,301千円減少しており

ます。

(3）―――――――
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前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(4）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。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の翌事業年

度から費用処理することとして

おります。

　　―――――――

(4) 退職給付引当金

        同　左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （追加情報）

 当社は、平成18年３月１日を

もって、従来の退職年金制度の

うち適格年金制度を廃止し、新

たに一部の退職金について確定

拠出年金制度を採用し、「退職

給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しておりま

す。

本移行に伴う影響額は特別利益

として20,919千円を計上してお

ります。

(4) 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。

また、数理計算上の差異は、各

事業年度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

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理しており

ます。

 

 

　　―――――――

－ 9 －



前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備え

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。

 （会計方針の変更） 

役員退職慰労金は、従来、支出

時の損失として処理しておりま

したが、当中間会計期間末にお

いて、内規に基づく中間会計期

間末要支給額を引当計上する方

法に変更いたしました。

この変更は、役員退職慰労引当

金の計上が会計慣行として定着

しつつあることを勘案し、当中

間会計期間において内規の改定

が行われたことを機に、役員の

在任期間にわたり合理的に費用

配分することにより期間損益の

適正化と財務体質の健全性を図

るために行ったものでありま

す。

この変更により、当中間会計期

間の発生額4,222千円は販売費

及び一般管理費に、過年度相当

額77,629千円は特別損失に計上

しており、その結果、従来の方

法に比べ、営業利益及び経常利

益がそれぞれ4,222千円が減少

し、税引前中間純利益が81,852

千円減少しております。

 

(5) 役員退職慰労引当金

同　左

 

 

 

 　　――――――― 

(5) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に備

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。

 （会計方針の変更） 

役員退職慰労金は、従来、支出

時の損失として処理しておりま

したが、当事業年度において、

内規に基づく要支給額を引当計

上する方法に変更いたしまし

た。

この変更は、役員退職慰労引当

金の計上が会計慣行として定着

しつつあることを勘案し、当事

業年度において内規の改定が行

われたことを機に、役員の在任

期間にわたり合理的に費用配分

することにより期間損益の適正

化と財務体質の健全化を図るた

めに行ったものであります。

この変更により、当事業年度の

発生額9,787千円は販売費及び

一般管理費に、過年度相当額

77,629千円は特別損失に計上し

ており、その結果、従来の方法

に比べ、営業利益及び経常利益

がそれぞれ9,787千円減少し、

税引前当期純利益が87,417千円

減少しております。

 

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。

４．リース取引の処理方法

同　左

４．リース取引の処理方法

同　左
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前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

５．ヘッジ会計の方法

　①ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については特例

処理の要件を満たしているため、

特例処理を採用しております。

５．ヘッジ会計の方法

　①ヘッジ会計の方法

同　左

５．ヘッジ会計の方法

　①ヘッジ会計の方法

同　左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・金利スワップ

ヘッジ対象・・借入金の支払金利

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同　左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同　左

　③ヘッジ方針

借入金利変動リスクを固定する目

的で行っております。

　③ヘッジ方針

同　左

　③ヘッジ方針

同　左

　④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引は特例処理の要

件を満たしているため、有効性の

評価を省略しております。

　④ヘッジ有効性評価の方法

同　左

　④ヘッジ有効性評価の方法

同　左

６．その他中間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。

６．その他中間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方法

同　左

６．その他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方法

同　左
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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の変更

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　　―――――――

 

（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」（平成17年12月９日 企業会計基

準委員会 企業会計基準第５号）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」（平成17

年12月９日 企業会計基準委員会 企業

会計基準適用指針第８号）を適用して

おります。

　従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は、5,827,291千円でありま

す。

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

 

　　―――――――

 

－ 12 －



追加情報 

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

（外形標準課税制度の導入に伴う影

響）

 「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日に公布され、平成16年４月１日

以後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書上の

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

9,808千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益がそれぞれ

9,808千円減少しております。

　　――――――― （外形標準課税制度の導入に伴う影

響）

 「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日に公布され、平成16年４月

１日以後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、当事業年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書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

16,538千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ16,538千円減少しております。
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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８月31日）
当中間会計期間末

（平成18年８月31日）
前事業年度末

（平成18年２月28日）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額
         3,794,515千円                  3,992,625千円    3,885,589千円

※２．担保資産 担保に供している資産 担保に供している資産 担保に供している資産

 資産の種類 金額（千円）

建物 748,150

土地 1,699,596

合計 2,447,746

資産の種類 金額（千円）

建物 803,741

土地 1,699,596

合計 2,503,338

資産の種類 金額（千円）

建物 827,940

土地 1,699,596

合計 2,527,536

 上記担保権提供資産に対応する債務 上記担保権提供資産に対応する債務 上記担保権提供資産に対応する債務

 債務の種類 金額（千円)

短期借入金 208,000

１年以内返済予
定長期借入金

356,000

長期借入金 963,500

合計 1,527,500

債務の種類 金額（千円)

短期借入金 －

１年以内返済予
定長期借入金

726,000

長期借入金 487,500

合計 1,213,500

債務の種類 金額（千円)

短期借入金 148,000

１年以内返済予
定長期借入金

335,000

長期借入金 855,500

合計 1,338,500

　３．偶発債務 関係会社の金融機関からの借入金等

に対して次のとおり保証を行ってお

ります。

関係会社の金融機関からの借入金等

に対して次のとおり保証を行ってお

ります。

関係会社の金融機関からの借入金等

に対して次のとおり保証を行ってお

ります。

 

被保証者
保証金
額
（千円）

保証の内
容

株式会社
ミヤギ

304,000
銀行借入
に対する
保証

KYODO DIE
-WORKS
(THAILAND)
CO.,LTD.

352,500
銀行等借
入に対す
る保証

合計 656,500 －

被保証者
保証金
額
（千円）

保証の内
容

株式会社
ミヤギ

265,000
銀行借入
に対する
保証

KYODO DIE
-WORKS
(THAILAND)
CO.,LTD.

295,000
銀行等借
入に対す
る保証

合計 560,000 －

被保証者
保証金
額
（千円）

保証の内
容

株式会社
ミヤギ

280,000
銀行借入
に対する
保証

KYODO DIE
-WORKS
(THAILAND)
CO.,LTD.

352,500
銀行等借
入に対す
る保証

合計 632,500 －

※４．圧縮記帳 機械装置の貸借対照表計上額は、

国庫補助金による圧縮記帳額4,537

千円を控除して表示しております。

同　　　左 同　　　左

５．当座貸越契約 当社は運転資金の効率的な調達を

行うため、取引銀行４行と当座貸

越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。

当社は運転資金の効率的な調達を

行うため、取引銀行４行と当座貸

越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。

当社は運転資金の効率的な調達を

行うため、取引銀行３行と当座貸

越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。

 当座貸越極度額  1,700,000千円

借入実行残高 750,000千円

差引額  950,000千円

当座貸越極度額 1,700,000千円

借入実行残高 1,158,000千円

差引額 542,000千円

当座貸越極度額 1,700,000千円

借入実行残高 850,000千円

差引額 850,000千円
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１．営業外収益のうち重要なも

の

   

受取利息

受取配当金

898千円

   9,751千円

2,520千円

   11,703千円

   2,908千円

9,913千円

※２．営業外費用のうち重要なも

の

   

支払利息

手形売却損

      16,354千円

     2,317千円

          17,073千円

－千円

    34,789千円

   4,749千円

※３．特別利益のうち重要なもの    

退職金制度変更差益

貸倒引当金戻入益

－

   102千円

20,919千円

   －

    －

1,607千円

※４．特別損失のうち重要なもの    

固定資産除却損

役員退職金

過年度役員退職慰労引当

金繰入額

27,935千円

39,270千円

77,629千円

  13,436千円

－

 －

       58,389千円

　　　　39,270千円

77,629千円

　５．減価償却実施額    

有形固定資産

無形固定資産

168,224千円

 18,687千円

   167,385千円

    19,018千円

   362,166千円

  37,496千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

 当中間会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 （単位：株）

前事業年度末
株式数

当中間会計期間
増加株式数

当中間会計期間
減少株式数

当中間会計期間末
株式数

普通株式
 

158,000
 

 

－
 

 （注）

6,000
 

 

152,000
 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の減少6,000株は、ストック・オプションの権利行使により自己株式を充当したこと

によるものであります。
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①　リース取引

項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．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）

機械装置 1,575,027 1,013,217 561,810

有形固定
資産その
他(工具
器具備
品)

58,872 36,675 22,197

ソフト
ウェア

186,907 137,654 49,253

合計 1,820,808 1,187,546 633,261

 
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）

機械装置 1,597,205 974,197 623,007

有形固定
資産その
他(工具
器具備
品)

53,366 16,389 36,976

ソフト
ウェア

84,462 69,176 15,286

合計 1,735,033 1,059,763 675,270

 
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）

機械装置 1,565,884 903,323 662,560

有形固定
資産その
他(工具
器具備
品)

77,812 31,114 46,697

ソフト
ウェア

150,459 119,742 30,717

合計 1,794,155 1,054,180 739,975

 (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 279,138千円

１年超  347,082千円

合計 626,221千円

１年内 241,006千円

１年超    419,558千円

合計  660,564千円

１年内  279,552千円

１年超  447,791千円

合計  727,343千円

 (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 173,668千円

減価償却費相当

額
162,489千円

支払利息相当額 12,089千円

支払リース料 171,938千円

減価償却費相当

額
  157,963千円

支払利息相当額  11,464千円

支払リース料  353,520千円

減価償却費相当

額
 324,787千円

支払利息相当額  23,891千円

 (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

 (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、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

(5）利息相当額の算定方法

同　左

(5）利息相当額の算定方法

同　左

２．オペレーティング・リー

ス取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 6,023千円

１年超 －千円

合計 6,023千円

１年内 5,000千円

１年超 －千円

合計 5,000千円

１年内 5,425千円

１年超 －千円

合計     5,425 千円

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

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３月１日
至　平成17年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額 771.33円

１株当たり中間純利益

金額

16.31円

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益

金額

 

16.25円

１株当たり純資産額     803.12円

１株当たり中間純利益

金額

28.01円

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益

金額

 

27.84円

１株当たり純資産額  792.79円

１株当たり当期純利益

金額

29.91円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

金額

 

29.77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17年３月１日
至　平成17年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

前事業年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 118,007 203,073 229,054

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 12,602

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
118,007 203,073 216,452

期中平均株式数（株） 7,232,529 7,250,729 7,236,416

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） 25,532 42,880 35,429

（うち新株予約権方式によるストック

オプション）
　（25,532） （42,880） (35,429) 

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）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

───── ───── ─────

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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