
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） 

２．19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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  14円 50銭 

３．配当状況 

  

※ 上記の業績予想につきましては、現時点において入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後

の様々な要因により上記の業績予想値と異なる結果となる可能性があります。 

 

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 
平成18年10月31日

会社名 日本プラスト株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 7291 本社所在都道府県 静岡県 

（URL http://www.n-plast.co.jp/） 

代表者 役職名 代表取締役社長 

  氏名 広瀬 信 

問い合わせ先 責任者役職名 経理部長 

  氏名 長谷川 勝 ＴＥＬ  （0545）52－8030 

中間決算取締役会開催日 平成18年10月31日 配当支払開始日 平成18年12月11日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）     

(1）経営成績 （単位：百万円未満切捨）

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 25,858 (1.2) 243 (△54.5) 264 (△53.6)

17年９月中間期 25,555 (△7.0) 535 (△49.7) 570 (△50.7)

18年３月期 53,427  1,017  1,010  

 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９月中間期 130 (△85.4) 7 06 

17年９月中間期 891 (21.6) 52 23 

18年３月期 1,076  55 27 

（注）１．期中平均株式数 18年９月中間期 18,442,708株 17年９月中間期 17,062,969株 18年３月期 18,115,781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 

(2）財政状態  

 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９月中間期 42,655 16,020 37.6 929 23 

17年９月中間期 41,589 18,180 43.7 939 77 

18年３月期 43,210 18,636 43.1 959 63 

（注）１．期末発行済株式数 18年９月中間期 17,241,002株 17年９月中間期 19,346,073株 18年３月期 19,342,724株

２．期末自己株式 18年９月中間期 2,168,998株 17年９月中間期 63,927株 18年３月期 67,276株

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通期 54,300 500 250 

・現金配当  １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年３月期 3.75 3.75 7.50 

19年３月期（実績） 3.75 －   

19年３月期（予想） － 3.75 7.50 

- 29 -



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   1,853,904     1,389,027     864,259     

２ 受取手形 ※５ 139,410     145,963     329,231     

３ 売掛金   9,833,955     11,298,960     11,533,725     

４ たな卸資産   3,364,229     3,340,847     3,099,664     

５ その他 ※４ 1,690,548     1,757,262     1,770,423     

６ 貸倒引当金   △3,522     △3,995     △4,150     

流動資産合計     16,878,526 40.5   17,928,064 42.0   17,593,154 40.7 

Ⅱ 固定資産                     

１ 有形固定資産 ※1,2                   

(1）建物   2,712,209     2,879,716     2,904,739     

(2）機械及び装置   3,627,029     4,146,880     3,675,615     

(3）工具器具備品   2,481,523     2,495,139     2,299,914     

(4）土地   3,288,794     3,303,145     3,303,145     

(5）その他   437,070     862,082     296,131     

有形固定資産合計     12,546,627 30.1   13,686,964 32.0   12,479,546 28.8 

２ 無形固定資産     14,817 0.0   14,583 0.0   14,661 0.0 

３ 投資その他の資産                     

(1）投資有価証券   4,096,030     1,557,654     4,133,920     

(2）関係会社株式   5,309,350     5,861,641     5,813,209     

(3）その他   2,751,135     3,613,680     3,182,419     

(4）貸倒引当金   △6,890     △6,890     △6,890     

投資その他の資産 
合計 

    12,149,626 29.2   11,026,085 25.8   13,122,660 30.3 

固定資産合計     24,711,072 59.4   24,727,633 57.9   25,616,867 59.2 

資産合計     41,589,598 100.0   42,655,698 100.0   43,210,022 100.0 
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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 ※５ 7,227,539     7,207,403     7,476,847     

２ 買掛金   3,470,353     3,872,547     3,792,185     

３ 短期借入金   325,100     1,775,000     950,000     

４ 一年内返済 
長期借入金 

※２ 1,998,972     2,070,400     2,066,000     

５ 未払法人税等   143,813     108,944     314,472     

６ 賞与引当金   875,000     912,000     907,000     

７ 役員賞与引当金   ―     20,000     ―     

８ 設備支払手形 ※５  1,160,118     1,674,424     1,189,740     

９ その他   1,484,072     2,073,534     1,370,137     

流動負債合計     16,684,968 40.1   19,714,254 46.2   18,066,382 41.8 

Ⅱ 固定負債                     

１ 長期借入金 ※２ 3,561,400     3,626,300     3,267,400     

２ 退職給付引当金   2,850,290     2,918,420     2,886,949     

３ 役員退職慰労引当
金 

  280,057     343,784     320,461     

４ その他   32,030     32,030     32,030     

固定負債合計     6,723,778 16.1   6,920,535 16.2   6,506,841 15.0 

負債合計     23,408,747 56.2   26,634,790 62.4   24,573,223 56.8 

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     3,206,062 7.7   ― ―   3,206,062 7.4 

Ⅱ 資本剰余金                     

資本準備金   3,184,500     ―     3,184,500     

資本剰余金合計     3,184,500 7.6   ― ―   3,184,500 7.3 

Ⅲ 利益剰余金                     

１ 利益準備金   459,015     ―     459,015     

２ 任意積立金   8,975,830     ―     8,975,830     

３ 中間(当期)未処分 
利益 

  1,207,835     ―     1,320,357     

利益剰余金合計     10,642,681 25.5   ― ―   10,755,204 24.8 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

    1,169,913 2.8   ― ―   1,517,438 3.5 

Ⅴ 自己株式     △22,308 △0.0   ― ―   △26,407 △0.0 

資本合計     18,180,850 43.7   ― ―   18,636,798 43.1 

負債及び資本合計     41,589,598 100.0   ― ―   43,210,022 100.0 
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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 
（％） 

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１ 資本金     ― ―   3,206,062 7.5   ― ― 

２ 資本剰余金                     

 資本準備金   ―     3,184,500     ―     

資本剰余金合計     ― ―   3,184,500 7.4   ― ― 

３ 利益剰余金                     

 (1) 利益準備金   ―     459,015     ―     

 (2) その他利益 
     剰余金 

                    

  資産買換差益 
  積立金 

  ―     69,740     ―     

  特別償却積立金   ―     9,864     ―     

   固定資産圧縮 
   積立金 

  ―     93,338     ―     

   別途積立金   ―     9,300,000     ―     

   繰越利益剰余金   ―     805,978     ―     

利益剰余金合計     ― ―   10,737,937 25.1   ― ― 

 ４ 自己株式     ― ―   △2,012,569 △4.7   ― ― 

   株主資本合計     ― ―   15,115,931 35.4   ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

 その有価証券 
評価差額金 

    ― ―   904,976 2.1   ― ― 

 評価・換算差額等 
 合計 

    ― ―   904,976 2.1   ― ― 

純資産合計     ― ―   16,020,908 37.5   ― ― 

負債・純資産合計     ― ―   42,655,698 100.0   ― ― 
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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     25,555,401 100.0   25,858,418 100.0   53,427,379 100.0 

Ⅱ 売上原価     23,182,919 90.7   23,780,377 91.9   48,670,390 91.0 

売上総利益     2,372,481 9.2   2,078,040 8.0   4,756,989 8.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     1,836,673 7.1   1,834,291 7.0   3,739,697 6.9 

営業利益     535,807 2.0   243,749 0.9   1,017,291 1.9 

Ⅳ 営業外収益                     

１ 受取利息   381     1,402     928     

２ 受取配当金   36,562     69,245     50,393     

３ 投資不動産賃貸料   31,061     31,098     62,159     

４ 雑収入   75,413 143,420 0.5 42,048 143,794 0.5 144,257 257,739 0.4 

Ⅴ 営業外費用                     

１ 支払利息   65,244     59,767     118,155     

２ 新株発行費   14,128     ―     14,128     

３ 雑損失   29,425 108,798 0.4 63,015 122,783 0.4 132,262 264,547 0.4 

経常利益     570,429 2.2   264,760 1.0   1,010,483 1.8 

Ⅵ 特別利益 ※１   1,056,014 4.1   154 0.0   1,115,717 2.0 

Ⅶ 特別損失     74,490 0.2   32,599 0.1   239,612 0.4 

税引前中間(当期) 
純利益 

    1,551,954 6.0   232,315 0.8   1,886,588 3.5 

法人税、住民税及び
事業税 

  123,327     104,849     291,642     

法人税等調整額   537,443 660,770 2.5 △2,802 102,046 0.3 518,692 810,334 1.5 

中間(当期)純利益     891,183 3.4   130,268 0.5   1,076,253 2.0 

前期繰越利益     316,651     ―     316,651   

中間配当額     ―     ―     72,547   

中間(当期)未処分 
利益 

    1,207,835     ―     1,320,357   
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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）               (単位：千円)    

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本 
剰余金 

利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 

資本 
準備金 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 

利益剰余
金合計 

資産買
換差益
積立金 

特別償
却積立
金 

固定資
産圧縮
積立金 

別途 
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年3月31日 残高 3,206,062 3,184,500 459,015 69,740 12,751 93,338 8,800,000 1,320,357 10,755,204 △26,407 17,119,360 

中間会計期間中の変動額            

特別償却積立金 

の取崩し(注) 
        △2,886     2,886     ― 

 別途積立金の積立て(注)             500,000 △500,000     ― 

剰余金の配当 (注)               △72,535 △72,535   △72,535 

 役員賞与 (注)               △75,000 △75,000   △75,000 

中間純利益               130,268 130,268   130,268 

自己株式の取得                   △1,986,162 △1,986,162 

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 
― ― ― ― △2,886 ― 500,000 △514,379 △17,266 △1,986,162 △2,003,428 

平成18年9月30日 残高 3,206,062 3,184,500 459,015 69,740 9,864 93,338 9,300,000 805,978 10,737,937 △2,012,569 15,115,931 

 

評価・換算
差額等 

純資産合計 
その他有価
証券評価差
額金 

平成18年3月31日 残高 1,517,438 18,636,798 

中間会計期間中の変動額   
特別償却積立金 
の取崩し(注) 

  ― 

 別途積立金の積立て(注)   ― 

剰余金の配当 (注)   △72,535 

 役員賞与 (注)   △75,000 

中間純利益   130,268 

自己株式の取得   △1,986,162 

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額 

(純額) 

△612,461 △612,461 

中間会計期間中の変動額 

合計 
△612,461 △2,615,890 

平成18年9月30日 残高 904,976 16,020,908 
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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 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 満期保有目的の債券 

償却原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 満期保有目的の債券 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 満期保有目的の債券 

同左 

② 子会社株式及び関連会社 

株式 

移動平均法による原価法 

② 子会社株式及び関連会社 

株式 

同左 

② 子会社株式及び関連会社 

株式 

同左 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格

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

原価は移動平均法により

算定しております。） 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

決算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

原価は移動平均法により

算定しております。） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2）たな卸資産 

① 製品、原材料、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 

② 貯蔵品 

金型 

個別法による原価法 

その他 

最終仕入原価法による原

価法 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（建物附属設

備は除く）については、定額

法を採用しております。 

なお、耐用年数及び残存価額

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。 

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。 

ただし、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 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるた

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

収不能見込み額を計上してお

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 

従業員の賞与の支払いに充て

るため、支給対象期間に対応

した支給見込み額を計上して

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 

役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込み

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」（企

業会計基準第４号 平成17年

11月29日）を適用しておりま

す。 

 これにより、営業利益、経常

利益、及び税引前中間純利益

は、それぞれ20,000千円減少

しております。 

(3）   ―――――― 

  

(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

込み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、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数

（10年）による定額法によ

り、それぞれ発生の翌事業年

度より費用処理しておりま

す。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(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

込み額に基づき計上しており

ます。 

なお、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数

（10年）による定額法によ

り、それぞれ発生の翌事業年

度より費用処理しておりま

す。 

(5）役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支払いに充

てるため、内規に基づく当中

間会計期間末要支給見積額を

引当計上しております。 

(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。 
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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） 

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 

５ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしております

ので、特例処理を採用しており

ます。 

また、為替予約については、振

当処理の要件を満たしておりま

すので、振当処理を採用してお

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 (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 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ   借入金の利息 

為替予約   外貨建売掛金 

  

(3）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を

行っており、ヘッジ対象の識別

は個別契約毎に行っておりま

す。また、為替変動リスクを回

避する目的で為替予約を行って

おり、ヘッジ対象の識別は個別

債権毎に行っております。 

(3）ヘッジ方針 

      同左 

(3）ヘッジ方針 

      同左 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップについては特例処

理を、為替予約については振当

処理を採用しているため、有効

性の判定を省略しております。 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

      同左 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

      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について 

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について 

      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について 

      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。 

         ――――――  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より「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

会計基準委員会 平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。 

          ――――――  （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。 

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は16,020,908千円であります。 

なお、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、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、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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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 

34,587,261千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

35,510,881千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

34,855,554千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

下記の資産により工場財団を組成し下

記債務金額の担保に供しております。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

下記の資産により工場財団を組成し下

記債務金額の担保に供しております。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

下記の資産により工場財団を組成し下

記債務金額の担保に供しております。 

担保 
提供 
資産 

建物 2,011,160千円 

構築物 73,709千円 

機械及び装置 1,132,583千円 

土地 2,925,188千円 

合計 6,142,642千円 

債務 
金額 

長期借入金 
（一年内返済
長期借入金
1,998,972千円
を含む） 

5,560,372千円 

合計 5,560,372千円 

担保 
提供 
資産 

建物 1,853,768千円 

構築物 64,563千円 

機械及び装置 916,226千円 

土地 2,925,188千円 

合計 5,759,746千円 

債務 
金額 

長期借入金 
（一年内返済
長期借入金 
2,070,400千円
を含む） 

5,696,700千円 

合計 5,696,700千円 

担保 
提供 
資産 

建物 1,934,259千円 

構築物 68,606千円 

機械及び装置 1,006,639千円 

土地 2,925,188千円 

合計 5,934,694千円 

債務 
金額 

長期借入金 
（一年内返済
長期借入金 
2,066,000千円
を含む） 

5,333,400千円 

合計 5,333,400千円 

 ３ 保証債務  ３ 保証債務  ３ 保証債務 

(1）関係会社等の銀行借入金 (1）関係会社等の銀行借入金 (1）関係会社等の銀行借入金 

保証先   保証金額 

ニートン・オー

ト・プロダクツ 

  
2,844,150千円 

中山富拉司特工業

有限公司 

  
1,196,218千円 

㈱プロステック   558,370千円 

ニホンプラストメ

ヒカーナ 

  
283,000千円 

韓国プラスト㈱   19,428千円 

保証先   保証金額 

ニートン・オー

ト・プロダクツ 

  
2,237,152千円 

中山富拉司特工

業有限公司 

  
814,000千円 

㈱プロステック   576,890千円 

ニホンプラスト 

タイランド 

  
574,620千円 

ニホンプラスト

メヒカーナ 

  235,800千円 

ニホンプラスト

インドネシア 

  55,000千円 

保証先   保証金額 

ニートン・オー

ト・プロダクツ 

  
2,134,835千円 

中山富拉司特工

業有限公司 

  1,033,459千円 

㈱プロステック   544,630千円 

ニホンプラスト

タイランド 

  
418,140千円 

韓国プラスト㈱   12,952千円 

(2）関係会社のリース料債務 (2）関係会社のリース料債務 (2）関係会社のリース料債務 

保証先   保証金額 

ニートン・オー

ト・プロダクツ 

  
700,191千円 

保証先   保証金額 

ニートン・オー

ト・プロダクツ 

  
674,756千円 

保証先   保証金額 

ニートン・オー

ト・プロダクツ 

  
699,905千円 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、相殺後の差額を流動資産の

「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 

※５ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間会計期間の末日は金融機

関の休日でしたが、満期日に決済が行

われたものとして処理しております。 

当中間期末満期手形の金額は、次のと

おりであります。 

受取手形       39,982千円  

支払手形     1,599,107千円  

 設備支払手形    161,530千円 

※４ 消費税等の取扱い 

―――――― 
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（中間損益計算書関係） 

（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） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,101千株は、固定価格取引により取得した増加2,096千株及び単元未満株式

の買取による増加５千株であります。 

  

 ① リース取引 

 EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

  

  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のいずれにおいても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。 

  

（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 特別利益の主要項目 

投資有価証券売却益 

1,033,703千円 

※１ 特別利益の主要項目 

    ―――――― 

※１ 特別利益の主要項目 

投資有価証券売却益 

1,033,703千円 

 ２ 減価償却実施額  ２ 減価償却実施額  ２ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,097,422千円

無形固定資産 546千円

有形固定資産 1,048,546千円

無形固定資産 77千円

有形固定資産 2,397,284千円

無形固定資産 702千円

 
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） 

普通株式（注） 67 2,101 ― 2,168 

合計 67 2,101 ― 2,168 

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   939円76銭 １株当たり純資産額  929円 23銭 １株当たり純資産額  959円 62銭 

１株当たり中間純利益  52円22銭 １株当たり中間純利益  7円  6銭 １株当たり当期純利益  55円 26銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在しないため、記載しておりま

せん。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため、記載しておりま

せん。 

（１株当たり中間純利益の算定上の

基礎） 

（１株当たり中間純利益の算定上の

基礎） 

（１株当たり当期純利益の算定上の

基礎） 

中間損益計算書上の中間純利益 中間損益計算書上の中間純利益 損益計算書上の当期純利益 

891,183千円 130,268千円 1,076,253千円 

普通株式に係る中間純利益 普通株式に係る中間純利益 普通株式に係る当期純利益 

891,183千円 130,268千円 1,001,253千円 

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

該当事項はありません。 

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

該当事項はありません。 

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

利益処分による取締役賞与金        

  75,000千円 

普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 

17,062,969株 18,442,708株 18,115,781株 
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