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（財）財務会計基準機構会員 

平成 19年 ３ 月期   中間決算短信（非連結）  平成18年10月18日 

上場会社名 日本高純度化学株式会社 

コード番号：４９７３ 

上場取引所              東 

本社所在都道府県           東京都 

（ＵＲＬ http://www.netjpc.com ）   

代 表 者 役職名  代表取締役社長  渡辺 雅夫 

問合せ先責任者 役職名  経営企画室長   内田 薫 
ＴＥＬ：（ 03）3550 － 1048 

決算取締役会開催日  平成18年10月18日        中間配当制度の有無  有 

中間配当支払開始日  平成18年11月27日        単元株制度採用の有無 無 

１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

(1) 経営成績                 (注)記載金額は、百万円未満を切捨てして表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％
              4,750 (44.9) 

3,278（14.4）

百万円   ％
              1,012 (19.4)  

847 (34.9) 

百万円   ％
 1,015（19.7) 
848 (35.3) 

18年３月期 7,448 1,960 1,959 
 

 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９月中間期 
17年９月中間期 

        百万円   ％
605 (19.0) 
508（34.3）

円   銭
9,647     34 
16,454    28 

円   銭
   9,572     23 
16,307   76 

18年３月期 1,182 37,419    49 36,985   20  

(注)①持分法投資損益 18年９月中間期  －百万円  17年９月中間期  －百万円  18年３月期  －百万円 
②期中平均株式数 18年９月中間期  62,786株  17年９月中間期  30,926株  18年３月期  31,059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) 財政状態 

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 62,796株  17年９月中間期  31,076株  18年３月期 31,388株 
②期末自己株式数  18年９月中間期   －株  17年９月中間期    －株  18年３月期   －株 

 
(3) キャッシュ･フローの状況 

 
２．配当の状況 

 1株当たり配当金  
 中間期末 期末 年間  

 
18年３月期 

円  銭 
3,000  00 

円  銭
  5,000 00 

円  銭
 8,000 00 

   

18年９月期（実績） 2,500  00  

19年３月期（予想）    2,500  00 
 5,000  00 

 
 
３．19年３月期の業績予想(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
6,664 
4,905 

百万円
5,448
4,094

％ 
81.8 
83.5 

円   銭
86,771     79 
131,759     93 

18年３月期 6,296 5,016 79.7 159,188    32 

 
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９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
341 
61 

百万円
△12
△80

百万円 
△151 
△0 

百万円
3,267
2,478

18年３月期 705 △121 9 3,090

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 
通 期 

百万円 
9,000 

百万円
2,250

百万円
2,250

百万円 
1,350 

円 銭
21,498 18 

上記の業績予想については「経営成績及び財政状態」における記載内容６，７ページをご参照下さい。 

（注）平成18年４月１日付で
１:２の株式分割を実施して
おります。 
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(１)企業集団の状況 

当社は、電子部品のプリント基板（パッケージ基板を含む）、コネクタ及びリードフレーム等の接点、接続

部位に使用される貴金属めっき用薬品の開発、製造及び販売を主な事業内容としております。特にプロセスア

ドバイス及びアフターフォロー等までも含めた総合的な提案・提供を行っており、ユーザーのニーズに密着し

た製品の開発、製造及び販売に努めております。 

当社は、昭和46年７月の会社設立以来、常にエレクトロニクス分野を最大のターゲットとしており、エレク

トロニクス業界の伸長に伴い、プリント基板、コネクタ及びリードフレーム用の金めっき用薬品、銀めっき用

薬品、パラジウムめっき用薬品を市場に送り出してまいりました。特に、製品開発においては海外からの技術

導入に頼らない自社独自の開発技術体制で臨んでおり、長年にわたって技術の集積を行っております。 

貴金属めっき液を機能別に区分すると「機能めっき」と「装飾用めっき」に分けられます。「機能めっき」

は、めっきを行うことで耐腐食性の向上や導電性の向上などの機能を付加するためのものであります。当社は

「機能めっき」としての貴金属めっき用薬品の開発、製造及び販売を主たる業務としており、当社の取り扱う

貴金属めっき用薬品の種類と用途品目別との関係は、次のとおりであります。 

 

（事業の系統図） 

 

当社のビジネスモデルは、以下の通りです。 

1. 選択と集中・特化…純国産・当社独自の技術で貴金属めっき用薬品に特化 

2. スピードと機動力…意思決定や顧客対応など、全てにわたりスピーディにきめ細かい対応 

が可能 

3. 生産体制…国内・海外ともに原則受注生産、カスタマーニーズ対応でしかも短納期出荷が可能 

…当社はこうした特徴を活かし、常に世界一の技術水準をキープして、エレクトロニクス業界での信頼を培

ってきました。この繰り返しによって得たノウハウと信頼の蓄積が当社の競争力の優位性と高収益体質を実現

しています。 

 

 

機能別区分 めっき区分 めっき液区分 用途品目別区分（主な最終製品） 

軟質純金めっき液 
プリント基板・半導体搭載基板 

(携帯電話、パソコン、電子機器等) 金めっき 

硬質金めっき液 

パラジウム・ニッケル合金めっき液 

コネクタ・マイクロスイッチ 

(携帯電話、パソコン、電子機器等) パラジウムめ

っき パラジウムめっき液 

機能めっき 

銀めっき 純銀めっき液 

リードフレーム 

(携帯電話、パソコン、電子機器等) 

日
本
高
純
度
化
学
株
式
会
社

貴金属
化成品
メーカー

一般化学
工業薬品
メーカー

製品
販売

製品販売

プリント基板・
半導体搭載基板

国内外の
販売代理店

一般化学
薬品仕入

貴金属薬品・
貴金属

めっき専業メーカー

電子部品メーカー

総合電機メーカー

コネクタ･
マイクロスイッチ

リードフレーム

その他

受注

受注

貴金属支給

製品
販売

受注

(国内外のユーザー) (用途品目)

〔外注加工〕

貴金属薬品・
貴金属仕入
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(２)経営方針 

a 会社の経営の基本方針 

ＩＴ社会の発展の基盤を支えている自負を持ち、新技術、新市場、新製品への飽くなき挑戦と市場の要

求にスピーディに対応することにより社会的使命を果たします。また、株主及び顧客の期待に沿うべく株

主利益の最大化と顧客満足を常に最優先に考えつつ技術、シェア、サービスとも圧倒的な優位を確保し社

員の能力、モラルとも業界No.1の質を確保します。 

 

b 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部留保資金を確

保しつつ、収益状況に応じた配当を行うことを基本方針としております。 

こうした方針のもと、平成18年10月６日開催の取締役会において平成18年9月期の配当金を2,000円を

2,500円に増配しました。さらに、通期ベースで5,000円とし、総額1,000円の増配を決定いたしました。 

内部留保資金の使途につきましては、新事業分野への進出、既存事業の拡大等の成長投資を第一優先に

考えておりますが、機動的な自己株式の買入などによる、株主の皆様への利益還元も検討していく所存で

あります。 

 

c 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要な課題と認識しております。 

投資金額を勘案し、投資家の皆様にとってより投資しやすい環境を整えるため、平成18年3月31日最終の

株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式１株につき、2株の割合をもって分

割を行いました。今後とも株式投資単位の引き下げにつきましては慎重に検討し、対処していく所存であ

ります。 

 

d 目標とする経営指標 

株主利益重視の観点から、収益性と資本効率を高め、ＲＯＥ20％以上を維持していくことを経営目標と

しております。 

 

e 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、会社の経営の基本方針に基づく「中期経営計画」（自平成16年4月 至平成19年3月）をもとに経

営上の課題について具体的な目標を明示し、その達成に向けて取り組んでおります。 

経営戦略につきましては、以下の通りであります。 

＜事業戦略＞ 

当社の各事業領域における現状のポジションを明確にした上で、各々の対象分野と競合先を明確に意

識した営業戦略と技術戦略（新製品）をもって、徹底した営業・技術開発活動を展開します。 

① 新事業分野への進出 

当社のビジネスモデルを崩すことなく、電子部品業界以外をもターゲットにした新事業分野への

進出を目指します。 

② 新製品開発の更なる強化とマーケットリサーチの強化 

電子部品向け次世代型新製品の開発、取り巻く環境の変化に対応する製品をスピーディーに市場

に供給してまいります。 

市場ニーズの先取り・新規取引の拡大・シェアの更なるアップをはかります。 

③ 海外マーケット拡大に対応した営業活動の強化 

拡大する海外市場（主に東南アジア）に対する営業活動を強化します。 

④ 品質・環境のＩＳＯ認証取得 



 

 4

当社の品質管理・環境保全への取り組みについての国際規格による標準化を目指し、ISO9001及び

ISO14001の最新規格に則った統合マネジメントシステムを構築し、品質（顧客満足）と環境のＩＳ

Ｏ認証を平成17年４月に取得いたしました。 

 

＜組織戦略＞ 

当社の最大の資産資源は人であるという姿勢を堅持し効率経営路線を維持しつつ、事業の拡大及び各

ステークホルダーからの期待に十分応えられる確固たる組織体制と継続的に高い成長を達成できる体制

構築を柔軟に行います。 

① 技術要員の増加、強化 

人員計画に基づき増員をはかり、新製品開発のための人員を強化します。 

② 営業体制の強化 

技術ノウハウを持った営業戦力を増加し、同時に将来を展望し若手、中堅の育成をはかります。 

またワールドワイドでのマーケットリサーチ力強化と、システマティックなデータを用いた営業

管理体制を構築します。 

③ 内部管理体制の強化 

社内各部門の業務手順の適合性や部門間の連携を再点検し、適正かつ効率的な内部牽制機能を発

揮して強固な内部管理体制を構築します。 

また、業務基幹システムを刷新し、予実管理の精度を高め、正確性・迅速性をさらに前進させた

開示情報体制を実現します。 

 

f 会社の対処すべき課題 

(1) 現状の認識及び対処すべき課題 

当社が主力基盤とする半導体・電子部品市場は、高い成長率を維持し続けているグローバルな市場

であるため、新しい技術の出現等により市場が激変するだけでなく、世界的な需給バランスの変化も

重要な変動要因となります。 

当社の販売先であるメーカーの多くは、このような厳しい市場に適応していくために、技術力を競

い合うのは当然のこと、グローバル規模でのマーケティングと価格競争力の観点から、生産拠点と生

産体制の再構築をも急速に進めております。 

このような状況を踏まえ、当社では以下の項目を対処すべき課題として認識しております。 

① 技術開発力の強化 

ユーザーの最先端の技術に常に関わりながら、新製品の開発と科学的理論武装、高品質・高性能

かつ低コスト・高付加価値の製品をいち早く市場に投入し、競合他社との差別化を図っていく必要

があります。 

② 営業体制の強化 

ユーザーに密着した「トータルソリューション体制」を強化し、取引先のニーズをきめ細かく吸

い上げ、スピーディーかつ適切に対応する必要があります。また、ユーザーに対する提案力を強化

する必要があります。 

生産基地の海外移転等、取引先の事業活動の多様化、広域化に幅広く柔軟に対応し、新規顧客の

獲得を強力に推進する必要があります。 

③ 情報の共有化・一元化 

市場のニーズ、競合他社の状況、新製品の出現等市場の動向を把握･分析し、今後の新規顧客の開

拓、次世代技術の開発、新規事業分野への営業戦略及び技術戦略の立案に有効に活用していく必要

があります。 
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(2) 具体的な取組状況 

① 技術開発力の強化 

優秀な新卒者及び即戦力となる優秀な研究開発スタッフを積極的に採用して研究開発水準の向上

を図るとともに、ユーザーの技術開発の最先端の動きを注視して、きめ細かなトータルソリューシ

ョンの実践を目指しております。材料開発グループ及びプロセス開発グループへの配属は、技術者

個々人の適性を鑑みて決定します。 

② 営業体制の強化 

ユーザーのニーズをきめ細かく吸い上げ、スピーディーかつ適切に対応し、ユーザーに対する提

案力の強化を図るために、技術ノウハウに関して豊富な知識と経験を持った人材を技術部から営業

技術部へ配置転換し、中堅クラスの増員及び若手の育成にも努めております。 

③ 情報の共有化・一元化 

週に１回、管理職全員を対象とした連絡会議を行い、市場動向等の情報を幹部全員で共有して当

社としての事業戦略等の方向性を統一しております。 

また、最新の通信インフラを積極的に活用し、関係者相互の連携を密にするとともに、最新の技

術情報等の収集を活発に行っています。 

さらに、上記の様々な情報を戦略的かつ効率的に全部門が即時共有できるよう、新基幹システム

を構築しました。 

 

g 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

h その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等） 

該当事項はありません。 

 

（３）経営成績及び財政状況 

 

a 経営成績 

今期のわが国経済は、原油価格の高騰、米国経済の利上げ等による不透明感等の懸念材料はあったもの

の、好調な企業収益を背景に設備投資が増加、個人消費を主とした民間需要にも支えられ、景気は引き続

き回復基調の中で推移しました。 

電子部品業界におきましては、高機能化、鉛フリー対応の流れが維持される中、デジタル家電等の需要

が好調で、一部、携帯電話等に若干の在庫調整はあったものの、総じて堅調に推移いたしました。 

当社におきましては、貴金属価格（金、パラジウム等）の高騰、及び貴金属化合物の販売数量増加の影

響により売上高については当初予想を上回りました。利益につきましては、前年比約20％程度増加したも

のの、一部地域での携帯電話等の在庫調整の影響により、主として韓国向けが当社予算に対し若干下回り

ました。 

その結果、売上高は4,750,758千円(前年同期比44.9%増)、営業利益は1,012,278千円(前年同期比19.4%増)、

経常利益は1,015,950千円(前年同期比19.7%増)、中間純利益は605,718千円(前年同期比19.0%増)となりま

した。 

製品の用途品目別売上高は次の通りであります。 

 ①プリント基板・半導体搭載基板用   2,096,484千円（前年同期比 18.7%増） 

 ②コネクタ・マイクロスイッチ用     1,318,741千円（前年同期比 75.0%増） 

 ③リードフレーム用           1,112,817千円（前年同期比 86.8%増） 

 ④その他                 222,715千円（前年同期比 37.4%増） 
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b 財政状態 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）については、営業活動により341,216

千円増加し、投資活動により12,897千円減少し、財務活動により151,863千円減少しました。この結果、資

金は176,455千円の増加となり、中間期末残高は3,267,159千円（前年同期比31.8％増）となりました。 
 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

税引前中間純利益は1,014,122千円（前年同期比19.5％増）確保できましたが、売上債権の増加額182,775

千円、たな卸資産の増加額43,144千円及び法人税等の支払額538,436千円等が生じ、営業活動全体として獲得

した資金が341,216千円となり、前年同期比279,941千円の増加となりました。 

 (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・フローは投資有価証券の取得による支出は前年とほぼ同水準でありましたが、

設備投資の取得のための支出が減少したため投資活動に使用した資金は12,897千円となり、前年同期比

67,140千円の減少となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

新株予約権の権利行使に伴う株式発行による収入5,076千円に対し配当金の支払額154,940千円により、財

務活動全体として151,863千円の支出となり、前年同期比使用した資金が151,405千円の増加となりました。 

 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りです。 

 
 

平成１6年 
９月期中 

平成17年 
３月期 

平成17年 
９月期中 

平成18年 
３月期 

平成18年 
９月期中 

自己資本比率(％) 83.8 79.4 83.5 79.7 81.8 

時価ベースの 
自己資本比率(％) 

468.2 449.7 467.5 858.8 615.3 

債務償還年数(年) ― ― ― ― ― 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ ― ― ― ― ― 

注 時価ベースの自己資本比率    ： 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 

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. 各指標は、いずれも財務数値により計算しております。 

２. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

 

＜通期の見通し＞ 

一部地域での携帯電話の在庫調整も終了し回復基調にあることに加え、ＤＲＡＭ向けパッケージにおい

て、リードフレームからより高付加価値のＢＧＡパッケージへの移行やメモリモジュール数の増加が進ん

でいることから、金めっき薬品の需要拡大が見込まれます。 

さらに、ゲーム機関連でも新製品の販売が予定されており、これに伴い金めっき薬品の需要の拡大が見

込まれます。 

            

 [業績予想に関する留意事項] 

この資料に記載されている次期及び将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報から得られた

判断に基づいておりますが、リスクや不確実性を含んでおります。 

よって、実際の業績は様々な要因により記述されている業績予想とは大きく異なる可能性もあります。 
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実際の業績に与え得る重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済環境、市場動向等が考えられます。 

 

 

c 事業等のリスク 

以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しておりま

す。当社として必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項につきましても投資判断上、あるいは当社

の事業活動を理解するうえで重要と考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から記載

しております。 

記載された事項で、将来に関する事項は、提出日現在入手可能な情報から当社の経営判断や予測に基づ

くものです。 

 

① 電子機器業界への依存度が高いことについて 

当社製品は、主に電子部品の半導体搭載基板、プリント基板、コネクタ、リードフレーム等に用いられ

ており、その販売先は主に電子機器業界であります。当社の業績は、これらの電子機器業界動向、とりわ

け携帯電話市場、パソコン市場の影響を大きく受けます。 

 

② 製品市況及び原材料市況等の影響について 

当社の主要製品に使用されている原材料は、貴金属類と薬品類に大別され、金額ベースでは貴金属類が

大半を占めております。薬品類の価格は比較的安定しておりますが、貴金属（金、銀、パラジウム）は国

際商品市況に大きく左右され、当社の売上高は貴金属の相場変動の影響を受けます。 

しかしながら、貴金属についての顧客との契約は基本的に仕入、販売とも当日の建値を基準に決定して

おり、受注と同時に貴金属の発注を行うため、利益額については貴金属価格の変動の影響はほとんど受け

ません。ただし、回転在庫を確保しておくことによる価格変動リスクが発生するため、納期の短縮や、在

庫量を最小限に抑えることで、影響を最小限にとどめるよう努めております。 

また、貴金属は限られた資源であり、需給バランスの急変や、鉱山の事故等により材料調達に困難が生

じた場合には、当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 為替変動による影響について 

平成18年３月期及び平成18年９月期における当社の輸出比率は、それぞれ31.6%、29.0%であります。海

外との取引につきましては、円建での決済を基本としておりますが、最近ではドル建による取引が増加傾

向にあります。為替予約等によるリスクヘッジを行っておりますが、これによる当該リスクを完全に回避

できる保証はなく、業績が為替変動の影響を受ける可能性があります。 

 

④ 研究開発について 

電子機器業界における技術革新は著しく、より顧客ニーズに沿った製品を提供し、シェアの維持と拡大

を行うための研究開発は極めて重要であり、当社は、新製品の開発及び既存製品の改良等の研究開発活動

を推進しております。 

当社は今後とも、最先端デバイス向けめっき用薬品をはじめ、ユーザーの更なるコストダウンに貢献す

るめっき用薬品や、環境に配慮しためっき用薬品等の研究開発活動に取組んでいく方針ですが、かかる研

究開発活動が当社の計画通りに順調に行われなかった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。    

  

⑤ 知的所有権について 
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当社の主力製品である貴金属めっき用薬品は、成分組成が複雑であるため、分析による成分組成の解析

が困難で、同等品への参入は一般的に容易ではないこと、当社が申請した特許が不成立となった場合には

めっき用薬品の組成情報が公開されることから、当社はこれまで貴金属めっき用薬品特許権取得を積極的

に行っておりませんでした。 

しかしながら、近年の有機分析技術の進展を受け、今後の新技術の研究開発については、組成情報によ

る特許出願ではなく物理化学定数で規定するパラメーター特許出願により技術保全を重視していく方針

です。ただし、出願する特許がすべて登録されるとは限らず、また、当社の研究開発を超える優れた研究

開発がなされた場合には、当社の事業戦略に影響を及ぼす可能性があります。 

入念な事前調査を行っているにもかかわらず、当社が開発・販売する製品が第三者の知的所有権を侵害

しているものと判断された場合や、当社製品に関連する新しい他社特許が認可された場合、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥ 技術ノウハウの流出及び漏出について 

当社の技術情報には、めっき用薬品の開発経緯、めっき用薬品の組成・成分、当社と顧客間との技術デ

ータ等があります。これらの技術情報は所定の保管庫に収納し、日次管理を行い、外部への持出、複写等

を禁じております。特にめっき組成・成分につきましては、当社特有の名称を設けて記載するなど、漏出

防止に努めております。 

しかしながら、万が一これらの情報が外部へ漏出した場合には、めっき用薬品の成分分析結果と漏出情

報との照合により類似品製造が可能になると考えられ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、採用時に当社の方針、守秘義務、機密保持等の理解を徹底しておりますが、退職者が出た場合に

は、退職後相当期間も含む守秘義務契約にもかかわらず一部の技術、情報等が流出し、当社の事業に影響

を及ぼす可能性は否定できません。 

 

⑦ 人材の確保、育成について 

当社は、各社員が自らの役割を遂行することはもちろん、各々が常に全体観を持って業務を推進してお

ります。現状では、知名度の向上、採用活動の強化、教育・研修の拡充等の施策により優秀な人材を確保

できる状況にありますが、今後、研究開発体制のさらなる強化、海外展開の拡大、新事業分野への進出等

にともなう諸業務の拡大に際し、当社の求める人材を十分に確保、育成できない場合には、今後の事業推

進に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧ 法的規制について 

当社は、めっき用薬品の原材料として「毒物及び劇物取締法」の対象となる薬品を使用しているため、

その販売、製造、輸入等に関して同法の規制を受けております。 

当社は、劇物、毒物に関する販売業登録、製造業登録及び輸入業登録等を取得しており、徹底した社内

管理体制を確立し、法令遵守に努めております。しかしながら、万が一法令違反があった場合、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑨ 廃棄物等の管理について 

当社の製造または実験過程においては、環境に配慮した適切な処理を必要とする廃液及び大気中への排

出物が生じます。当社は、廃液についてはその濃度に応じて、排水処理装置での処理、または外部委託処

理を行っております。排気管理については実験室及び製造工程における局所排気を通じ、排気ガス処理装

置で処理しております。これらの取組みの結果、現在まで行政からの指導、地域住民等からの申入れ等を
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受けたことはありませんが、将来において当社の廃棄物の管理に何らかの問題が生じた場合には、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．中間財務諸表等 

 【中間財務諸表】 

 ①【中間貸借対照表】 
 

  前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 注記
番号 金額(千円) 

構成
比
(％)

金額(千円) 
構成
比
(％)

金額(千円) 
構成
比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  2,679,081 3,467,905 3,291,500 

２ 受取手形  201,338 246,008 234,234 

３ 売掛金  1,155,502 1,655,855 1,484,853 

４ たな卸資産  210,811 272,797 229,652 

５ 繰延税金資産  44,868 53,819 66,457 

６ その他 ※２ 5,613 5,233 7,155 

流動資産合計   4,297,215 87.6 5,701,619 85.6  5,313,852 84.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物  43,013 39,562 39,655 

(2) 車両運搬具  5,480 3,732 4,440 

(3) 工具器具備品  124,142 98,071 109,893 

有形固定資産合計   172,636 3.5 141,366 2.1  153,989 2.4

２ 無形固定資産   49,244 1.0 39,343 0.6  44,537 0.7

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  358,357 755,195 756,604 

(2) その他  27,731 27,011 27,177 

投資その他の資産合
計   386,089 7.9 782,206 11.7  783,782 12.5

固定資産合計   607,970 12.4 962,917 14.4  982,309 15.6

資産合計   4,905,186 100.0 6,664,536 100.0  6,296,162 100.0
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  前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 注記
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％)
(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  22,585 17,955 8,347 

２ 買掛金  250,462 422,315 341,164 

３ 未払金  35,087 44,514 38,659 

４ 未払法人税等  333,625 416,089 551,000 

５ 賞与引当金  46,000 53,000 52,000 

６ その他  40,539 16,161 44,297 

流動負債合計   728,299 14.8 970,036 14.5  1,035,469 16.4

Ⅱ 固定負債    

１ 繰延税金負債  10,895 154,587 163,572 

２ 役員退職慰労引当金  71,420 90,991 80,517 

固定負債合計   82,315 1.7 245,578 3.7  244,089 3.9

負債合計   810,615 16.5 1,215,615 18.2  1,279,559 20.3

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,181,177 24.1 －  1,234,508 19.6

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  924,890 － 978,220 

資本剰余金合計   924,890 18.9 －  978,220 15.5

Ⅲ 利益剰余金    

1 任意積立金    

(1) 特別償却準備金  38,220 － 38,220 

(2) 別途積立金  1,200,000 － 1,200,000 

2 中間(当期)未処分利益  719,208 － 1,299,327 

利益剰余金合計   1,957,428 39.9 －  2,537,547 40.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金   31,076 0.6 －  266,327 4.3

資本合計   4,094,571 83.5 －  5,016,603 79.7

負債資本合計   4,905,186 100.0 －  6,296,162 100.0

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

1 資本金   1,237,171 18.6  

2 資本剰余金    

(1) 資本準備金   980,884  

資本剰余金合計   980,884 14.7  

3 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

特別償却準備金   18,607  

別途積立金   1,900,000  

   繰越利益剰余金   1,047,718  

   利益剰余金合計   2,966,325 44.5  

株主資本合計   5,184,381 77.8  

Ⅱ  評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金   264,539  

評価・換算差額等合計   264,539 4.0  

純資産合計   5,448,921 81.8  

負債純資産合計   6,664,536 100.0  
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 ② 【中間損益計算書】 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記
番号 金額(千円) 

百分
比
(％)

金額(千円) 
百分
比
(％)

金額(千円) 
百分
比
(％)

Ⅰ 売上高   3,278,326 100.0 4,750,758 100.0  7,448,111 100.0

Ⅱ 売上原価   1,993,964 60.8 3,321,792 69.9  4,658,891 62.6

売上総利益   1,284,361 39.2 1,428,966 30.1  2,789,219 37.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   436,681 13.3 416,688 8.8  828,570 11.1

営業利益   847,680 25.9 1,012,278 21.3  1,960,648 26.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,932 0.0 6,787 0.1  3,286 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  759 0.0 3,115 0.0  3,992 0.0

経常利益   848,853 25.9 1,015,950 21.3  1,959,942 26.3

Ⅵ 特別利益   － － 188 0.0  310 0.0

Ⅶ 特別損失   65 0.0 2,015 0.0  1,100 0.0

税引前中間(当期) 
純利益   848,788 25.9 1,014,122 21.3  1,959,152 26.3

法人税、住民税 
及び事業税  319,549 403,526 786,874 

法人税等調整額  20,373 339,923 10.4 4,878 408,404 8.6 △9,934 776,940 10.4

中間(当期)純利益   508,865 15.5 605,718 12.7  1,182,212 15.9

前期繰越利益   210,343  210,343

中間配当額   －  93,228

中間(当期)未処分 
利益   719,208  1,299,327
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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４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

株 主 資 本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  資本金 

 

資本 

準備金 

 

資本 

剰余金合

計 

特別償却

準備金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本

合計 

平成18年３月31日残高 

（千円） 
1,234,508 978,220 978,220 38,220 1,200,000 1,299,327 2,537,547 4,750,275 

中間会計期間中の変動額         

 新株の発行 2,663 2,663 2,663 － － － － 5,327 

 剰余金の配当  －   －  －  －  － △156,940 △156,940 △156,940 

役員賞与  －   －  －  －  － △20,000 △20,000 △20,000 

特別償却準備金の取崩  －   －  － △21,650 － 21,650 － － 

特別償却準備金の積立  －   －  － 2,037 － △2,037 － － 

別途積立金の積立  －   －  －  － 700,000 △700,000  －   － 

中間純利益  －   －  －  －  － 605,718 605,718 605,718 

中間会計期間中の変動額合計
（千円） 

2,663 2,663 2,663 △19,613 700,000 △251,608 428,778 434,105 

平成18年９月30日残高 
（千円） 

1,237,171 980,884 980,884 18,607 1,900,000 1,047,718 2,966,325 5,184,381 

 

 

評価・換算差額等 

項 目 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 

（千円） 
266,327 266,327 5,016,603 

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 － － 5,327 

 剰余金の配当 － － △156,940 

役員賞与 － － △20,000 

特別償却準備金の取崩 － － － 

特別償却準備金の積立 － － － 

別途積立金の積立 － － － 

中間純利益 － － 605,718 
株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△1,787 △1,787 △1,787 

中間会計期間中の変動額合計
（千円） 

△1,787 △1,787 432,318 

平成18年９月30日残高 
（千円） 

264,539 264,539 5,448,921 
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 ④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 税引前中間（当期）純利益  848,788 1,014,122 1,959,152

２ 減価償却費  42,494 35,736 92,347

３ 賞与引当金の増加額  － 1,000 6,000

４ 役員退職慰労引当金の 
増減額（減少は△）  △53,654 10,473 △44,556

５ 固定資産除却損  65 2,015 1,100

６ 受取利息及び受取配当金  △1,478 △6,191 △1,878

７ 株式交付費  － 251 －

８ 売上債権の増加額   △354,745 △182,775 △716,992

９ たな卸資産の増加額  △50,288 △43,144 △69,129

10 仕入債務の増加額    11,714 90,758 88,178

11 役員賞与の支払額  △25,000 △20,000 △25,000

12 その他  17,827 △28,785 39,932

小計  435,722 873,461 1,329,155

13 利息及び配当金の受取額  1,478 6,191 1,878

14 法人税等の支払額  △375,924 △538,436 △625,874

営業活動による 
キャッシュ・フロー  61,275 341,216 705,159

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 投資有価証券の取得に 
よる支出 

 △1,577 △1,603 △3,178

２ 有形固定資産の取得に 
よる支出 

 △78,063 △10,643 △111,912

３ 無形固定資産の取得に 
よる支出  △396 △700 △6,700

４ その他  － 50 －

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △80,037 △12,897 △121,792

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 株式の発行による収入  93,654 5,076 197,172

２ 株式上場費用の支払額  △1,713 － △1,713

３ 配当金の支払額  △92,400 △156,940 △185,628

財務活動による 
キャッシュ・フロー  △458 △151,863 9,831

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
  (減少は△) 

 △19,220 176,455 593,198

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 2,497,506 3,090,704 2,497,506

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高  2,478,285 3,267,159 3,090,704
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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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準

及び評価方法 

その他有価証券 

(1) 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)

を採用しております。 

その他有価証券 

(1) 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

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定)を採用しております。

その他有価証券 

(1) 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)を採

用しております。 

 (2) 時価のないもの 

   移動平均法による原価

法を採用しております。

(2) 時価のないもの 

   同左 

(2) 時価のないもの 

   同左 

２ たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

(1) 貴金属以外の製品、原材

料、貯蔵品 

   月次総平均法による原

価法 

(1) 貴金属以外の製品、原材

料、貯蔵品 

   同左 

(1) 貴金属以外の製品、原材

料、貯蔵品 

   同左 

 (2) 貴金属 

   月次総平均法による低

価法 

(2) 貴金属 

   同左 

(2) 貴金属 

   同左 

３ 固定資産の減価償却

の方法 

(1) 有形固定資産 

   建物(付属設備を除く。)

は定額法、建物以外につ

いては定率法によってお

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 

８～15年

    車両運搬具 

６年

    工具器具備品 

４～６年

   取得価額10万円以上20

万円未満の少額減価償却

資産については、３年間

均等償却によっておりま

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 

   ソフトウエア(自社利用

分)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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (3) 長期前払費用 

   均等償却によっており

ます。 

   なお、償却期間について

は、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっ

ております。 

(3) 長期前払費用 

   同左 

(3) 長期前払費用 

   同左 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

 支出時に全額費用として処

理しております。 

――― 

 

 

――― 

   

 

株式交付費 

 支出時に全額費用として処

理しております。 

新株発行費 

 支出時に全額費用として処

理しております。  

――― 

５ 外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換

算基準 

 外貨建金銭債権債務は中間

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

 

   同左 

 外貨建金銭債権債務は期末

日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒による損失

に備えるため、一般債権

については、貸倒実績率

に基づき、貸倒懸念債権

等特定の債権については

個別に回収不能見込額を

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 

   従業員に対する賞与の

支給に充てるため、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。 

(2) 賞与引当金 

   同左 

(2) 賞与引当金 

   従業員に対する賞与の

支給に充てるため、支給

見込額の当期負担額を計

上しております。 

 (3) 役員退職慰労金引当金 

   役員の退職慰労金の支

払いに充てるため、内規

に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

(3) 役員退職慰労金引当金 

   同左 

(3) 役員退職慰労金引当金 

   役員の退職慰労金の支

払いに充てるため、内規

に基づく期末要支給額を

計上しております。 

７ 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・リース物

件については、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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

８ ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 

 為替予約を付されている外

貨建金銭債権等については、振

当処理を行っております。 

(２)ヘッジ手段と対象 

（ヘッジ手段）（ヘッジ対象）

為替予約  外貨建金銭 

債権等 

(３)ヘッジ方針 

 外貨建取引の為替相場の変

動リスクを回避する目的で為

替予約取引を行い、ヘッジ対象

の識別は個別契約毎に行って

おります。 

同左 同左 

９ 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。 

10 その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のため

の重要な事項 

(1)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。 

(2)「法人税、住民税及び事業

税」並びに「法人税等調整

額」の計上方法 

 当中間会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は当

事業年度において予定してい

る利益処分による特別償却準

備金の取崩しを前提として、当

中間会計期間に係る金額を計

上しております。 

(1)消費税等の会計処理 

   同左 

 

――― 

(1)消費税等の会計処理 

   同左 

 

――― 
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会計処理の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「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）

を当事業年度から適用しております。な

お、これによる損益に与える影響はあり

ません。 

（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）を当中間会計期間から適用してお

ります。なお、これによる損益に与える

影響はありません。 

 

 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い） 

当中間会計期間から、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い（企業会計

基準委員会 平成18年８月11日 実務

対応報告第19号）を適用しております。 

前中間会計期間において営業外費用

の内訳としていた「新株発行費」は、当

中間会計期間より「株式交付費」及び『株

式分割費用』として表示する方法に変更

しております。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等） 

当中間会計期間から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 

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」（企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は5,448,921千円でありま

す。 

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財務諸表は、

改正後の中間財務諸表等規則により作

成しております。 
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中間財務諸表に関する注記事項 

 (中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 

265,854千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

328,036千円

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 

303,481千円

※２ 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、流動資産のその他

に含めて表示しております。 

 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 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。 

 

３.中間会計期間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裁

処理しております。 

なお、当中間会計期間末日が金融機関

の休日であったため、次の中間会計期間

末日満期手形が、中間会計期間末残高に

含まれております。 

受取手形      19,712千円 

 

 
――― 
 
 
 
 
 

――― 
 

 

(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 33千円 

受取配当金 1,444千円 

為替差益 433千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 287千円

受取配当金 5,903千円

為替差益 509千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 70千円

受取配当金 1,807千円

為替差益 904千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 699千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

株式交付費 
株式分割費用

251千円
2,764千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 3,842千円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 33,347千円 

無形固定資産 7,717千円 
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 26,311千円

無形固定資産 6,603千円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 70,974千円

無形固定資産 15,689千円
 

 

 

(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４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

1.発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増 加 減 少 当中間会計期間末 

普通株式 31,388 （注）   31,408 － 62,796

 （注） 平成18年４月１日付けの株式分割（１：２）による増加31,388株及び新株予約権の権利行使による増加

20株であります。 

 

2.自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

3.新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
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4.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 
（千円） 

1株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 156,940 5,000 平成18日３月31日 平成18日６月26日

 

(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

決 議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

1株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年10月６日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 156,990 2,500 平成18日９月30日 平成18日11月27日

 

 

(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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 

現金及び預金 2,679,081千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△200,795 

現金及び 
現金同等物 

2,478,285千円

  

 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 

現金及び預金 3,467,905千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△200,745 

現金及び 
現金同等物 

3,267,159千円

 

 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 

現金及び預金   3,291,500千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△200,795 

現金及び 
現金同等物 

3,090,704千円
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（リース取引関係） 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 

(借主側) 

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 

(借主側) 

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 

(借主側) 

(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) 

工具器具 
備品 

3,190 1,488 1,701 

   
 

 

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)

工具器具
備品 

3,190 2,126 1,063
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 

一年以内   640千円 

一年超 1,087 

計    1,727千円 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額

一年以内     649千円

一年超 437  

計   1,087千円
 

 

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)

工具器具 
備品 

3,190 1,807 1,382

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

一年以内  644千円 

一年超 763 

計 1,408千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 1,174千円 

減価償却費 
相当額 

1,106千円 

支払利息相当額 15千円 
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 330千円

減価償却費 
相当額 

319千円

支払利息相当額 8千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 1,504千円

減価償却費 
相当額 

1,426千円

支払利息相当額 26千円
 

(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 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 取得価額 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 60,808 113,204 52,395

計 60,808 113,204 52,395

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 中間貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 245,153 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 取得価額 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 259,111 705,140 446,029

計 259,111 705,140 446,029

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 中間貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 50,054
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前事業年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 取得価額 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 162,459 611,502 449,042

計 162,459 611,502 449,042

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 145,102
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（デリバティブ取引関係） 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 為替予約取引を行っておりますが、い

ずれもヘッジ会計を適用しておりますの

で注記の対象から除いております。 

  同左   同左 

 

（ストック・オプション等関係） 

 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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 関連会社が存在しないため、該当事項

はありません。 

  同左   同左 

 

 

（企業結合等関係） 

  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４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 131,759円93銭
 

１株当たり純資産額 86,771円79銭

 
１株当たり純資産額 159,188円32銭

 
１株当たり 
中間純利益 

16,454円28銭

 

１株当たり 
中間純利益 

9,647円34銭

 

１株当たり 
当期純利益 

37,419円49銭

 
潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益 

16,307円76銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益 

9,572円23銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

36,985円20銭

 
  

  
  
 

   
当社は平成18年４月１日付で株式１株
につき２株の株式分割を行っております。
なお、当該株式分割が前期首に行われたと
仮定した場合の前中間会計期間及び前事
業年度における１株当たり情報について
は、以下のとおりとなります。 
 
 

前中間 
会計期間 

前事業年度 

１株当たり 
純資産額 
65,879円97銭

 
１株当たり 
中間純利益 
8,227円14銭

 
潜在株式調整後
１株当たり 
中間純利益 
 8,153円88銭

１株当たり 
純資産額 
79,594円16銭

 
１株当たり 
当期純利益 
18,709円75銭

 
潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益 
18,492円60銭

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

 

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間損益計算書上の中間(当
期)純利益(千円) 

508,865 605,718 1,182,212 

普通株主に帰属しない金額 
（千円） 

― ― 20,000 

（うち利益処分による役員賞与） （―） （―） （20,000）

普通株式に係る中間(当期)純
利益(千円) 

508,865 605,718 1,162,212 

普通株式の期中平均株式数
(株) 

30,926 62,786 31,059 

潜在株式調整後１株当たりの
中間（当期）純利益の算定に用
いられて中間（当期）純利益調
整額（千円） 

― ― ― 

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
用いられた普通株式増加数
（株）(うち新株予約権) 

277 
(277)

493 
(493)

365 
(365)

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）純利益の算定に含まれ
なかった潜在株式の概要 

― ― ― 
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（重要な後発事象） 

 

前中間会計期間（ 自 平成17年４月１日  至 平成17年９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４月１日  至 平成18年９月30日 ） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（ 自 平成17年４月１日  至 平成18年３月31日 ） 

平成18年１月20日開催の取締役会において、次のとおり株式の分割を決議いたしました。 

１．分割方法 

平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を１株

につき、２株の割合をもって分割する。 

２．分割により増加する株式の種類及び数 

普通株式            31,388株 

３．株式分割の日 

平成18年４月１日 

４．新株の配当起算日 

平成18年４月１日 

なお、株式分割の影響を反映した前事業年度及び当事業年度の１株当たりの純資産、当期純利益及び潜在

株式調整後１株当たり当期純利益は以下の通りです。 

 

 （前事業年度） 

１株当たり純資産額       57,876円34銭 

１株当たり当期純利益      11,685円18銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

                11,566円05銭 

 （当事業年度） 

１株当たり純資産額       79,594円16銭 

１株当たり当期純利益      18,709円75銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

                    18,492円60銭 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 (1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績を用途品目別に示すと次のとおりであります。 

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

比較増減 
 

用途品目別 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 前年同期比
(%) 

プリント基板・半導体搭載基板用 1,721,431 2,048,548 327,117 119.0 

コネクタ・マイクロスイッチ用 745,582 1,236,109 490,527 165.8 

リードフレーム用 590,623 1,108,483 517,860 187.7 

その他 121,311 29,037 △92,273 23.9 

合計 3,178,947 4,422,180 1,243,232 139.1 

(注) １ 金額は販売価格によっております。 
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 

当中間会計期間における受注状況を用途品目別に示すと次のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

比較増減 

用途品目別 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高
(千円) 

プリント基板・半導体搭載基板用 1,806,379 116,075 2,150,811 93,383 344,432 △22,692 

コネクタ・マイクロスイッチ用 750,532 50,152 1,263,337 9,781 512,804 △40,371 

リードフレーム用 628,498 41,230 1,121,928 16,710 493,430 △24,519 

その他 164,882 3,294 238,103 15,903 73,220 12,609 

合計 3,350,294 210,753 4,774,181 135,779 1,423,886 △74,974 

(注) １ 金額は販売価格によっております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

当中間会計期間の販売実績を用途品目別に示すと次のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

比較増減 

用途品目別 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 前年同期比
(%) 

プリント基板・半導体搭載基板用 1,766,641 2,096,484 329,842 118.7 

コネクタ・マイクロスイッチ用 753,742 1,318,741 564,999 175.0 

リードフレーム用 595,830 1,112,817 516,987 186.8 

その他 162,111 222,715 60,604 137.4 

合計 3,278,326 4,750,758 1,472,432 144.9 

 
(注) １ 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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２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 相手先 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

兼松株式会社 386,047 11.8 553,508 11.7

 
 
(注) ３ 当中間会計期間の主要な輸出先及び輸出販売高割合は次のとおりであります。 

  なお、( )内は、総販売実績に対する輸出高の割合であります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
    至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
   至 平成18年９月30日） 輸出先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

韓国 200,628 18.4 256,269 18.6

台湾 328,976 30.2 345,356 25.0

シンガポール・マレーシア 65,943 6.0 108,386 7.9

中国 221,693 20.3 292,604 21.2

その他 273,992 25.1 376,446 27.3

合計 1,091,234
(33.3%) 100.0 1,379,063 

（29.0%） 100.0

 

 

 

 


