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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  

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 10,840 6.7 308 △10.4 236 △17.6
17年９月中間期 10,160 △2.4 344 △21.2 286 △22.7

18年３月期 20,749 563 467

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 131 △22.4 4 39
17年９月中間期 170 △19.0 5 66

18年３月期 269 8 96

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 30,056,963株 17年9月中間期 30,059,937株 18年３月期30,059,099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 19,566 3,978 20.3 132 37

17年９月中間期 18,772 3,839 20.5 127 74

18年３月期 18,208 3,941 21.6 131 13

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期30,056,472株 17年９月中間期30,058,960株 18年３月期30,057,448株
②期末自己株式数 18年９月中間期    23,528株 17年９月中間期 21,040株 18年３月期 22,552株

２．平成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）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 22,200 600 300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　  9円  98銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － － － 3.00 － 3.00

19年３月期（実績） － － － － －
3.00

19年３月期（予想） － － － 3.00 －

※　上記記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

※　本資料における予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の事業環境の変化によ

り実績は異なる可能性があります。
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１．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）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 1,137 1,240 872

受取手形 2,094 2,560 2,307

売掛金 3,770 4,451 3,572

たな卸資産 4,024 3,430 3,907

短期貸付金 216 241 134

繰延税金資産 110 109 83

その他 400 354 399

貸倒引当金 △4 △6 △4

流動資産合計 11,748 62.6 12,381 63.3 11,272 61.9

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※1,2

建物 1,708 1,643 1,676

機械装置 2,821 2,597 2,713

土地 1,116 1,116 1,116

その他 199 308 235

有形固定資産合計 5,846 5,665 5,740

(2）無形固定資産 206 240 213

(3)投資その他の資産

繰延税金資産 315 354 333

その他 664 936 656

貸倒引当金 △9 △13 △9

投資その他の資産
合計

971 1,278 981

固定資産合計 7,024 37.4 7,184 36.7 6,935 38.1

資産合計 18,772 100.0 19,566 100.0 18,208 100.0
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形 1,669 2,516 1,981

買掛金 6,595 5,519 5,839

短期借入金 ※２ 2,640 2,042 2,446

未払法人税等 174 154 145

賞与引当金 185 185 133

その他 542 686 583

流動負債合計 11,807 62.9 11,105 56.8 11,128 61.1

Ⅱ　固定負債

長期借入金 ※２ 2,148 3,449 2,141

退職給付引当金 720 799 738

役員退職慰労引当
金

65 55 74

その他 190 176 183

固定負債合計 3,125 16.6 4,481 22.9 3,138 17.3

負債合計 14,933 79.5 15,587 79.7 14,266 78.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,504 8.0 － － 1,504 8.2

Ⅱ　利益剰余金

１．利益準備金 279 － 279

２．任意積立金 1,000 － 1,000

３．中間（当期）未処分
利益

1,054 － 1,153

利益剰余金合計 2,333 12.5 － － 2,432 13.4

Ⅲ　その他有価証券評価差
額金

5 0.0 － － 8 0.0

Ⅳ　自己株式 △2 △0.0 － － △3 △0.0

資本合計 3,839 20.5 － － 3,941 21.6

負債資本合計 18,772 100.0 － － 18,208 100.0
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 1,504 7.7  － －

２　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 288 －  

(2）その他利益剰余
金

     

別途積立金  － 1,000 －  

繰越利益剰余金  － 1,186 －  

利益剰余金合計  － － 2,474 12.6  － －

３　自己株式  － － △3 △0.0  － －

株主資本合計  － － 3,974 20.3  － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

　その他有価証券評価差
額金

 － － 3 0.0  － －

評価・換算差額等合
計

 － － 3 0.0  － －

純資産合計  － － 3,978 20.3  － －

負債純資産合計  － － 19,566 100.0  － －
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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）

前事業年度の要約損益計算書
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 10,160 100.0 10,840 100.0 20,749 100.0

Ⅱ　売上原価 8,952 88.1 9,657 89.1 18,461 89.0

売上総利益 1,208 11.9 1,183 10.9 2,288 11.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 863 8.5 874 8.1 1,724 8.3

営業利益 344 3.4 308 2.8 563 2.7

Ⅳ　営業外収益 ※２ 14 0.1 10 0.1 42 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※３ 71 0.7 82 0.7 138 0.6

経常利益 286 2.8 236 2.2 467 2.3

税引前中間（当
期）純利益

286 2.8 236 2.2 467 2.3

法人税、住民税及
び事業税

163 148 237

法人税等調整額 △46 116 1.1 △43 104 1.0 △39 197 1.0

中間（当期）純利
益

170 1.7 131 1.2 269 1.3

前期繰越利益 884 － 884

中間（当期）未処
分利益

1,054 － 1,153

(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
 評価・換算

差額等

 純資産合計

資本金

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 

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３月31日　残高

　　　　　　　（百万円）
1,504 279 1,000 1,153 2,432 △3 3,933 8 3,941

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）

（注）
 9  △99 △90  △90  △90

中間純利益（百万円）    131 131  131  131

自己株式の取得（百万円）      △0 △0  △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

　　　　　　（百万円）

       △4 △4

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　（百万円）
－ 9 － 32 41 △0 41 △4 37

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　（百万円）
1,504 288 1,000 1,186 2,474 △3 3,974 3 3,978

 （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。
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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

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格に基

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

　中間決算日の市場価格に基

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)

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格に基づく

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、原材料、仕掛品は総平

均法による原価法、貯蔵品は先

入先出法による原価法によって

おります。         

(2)たな卸資産

 　　同左        

 

 

 

(2)たな卸資産

　　　 　　 同左

 

 

 

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　建物及び機械装置については定

額法、その他の有形固定資産は定

率法であります。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

　建物　　　　　　３年～50年

機械装置　　　　４年～14年

(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

　 自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間

(５年)に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

　金銭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

倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に支給する賞与に充てる

ため、支給見込額の当中間会計期

間の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

　従業員に支給する賞与に充てる

ため、支給見込額のうち当事業年

度の負担額を計上しております。

(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、会計基準変更時差異

(1,129百万円)については、15年

による按分額を計上しており、数

理計算上の差異については、各発

生年度の翌事業年度から平均残存

勤務期間以内の一定の年数(10年)

において定額法による費用処理を

することとしております。

(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

務の見込額に基づき計上しており

ます。

　なお、会計基準変更時差異

(1,129百万円)については、15年

による按分額を計上しており、数

理計算上の差異については、各発

生年度の翌事業年度から平均残存

勤務期間以内の一定の年数(10年)

において定額法による費用処理を

することとしております。
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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）

(4)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当中間会計

期間末要支給額を計上しておりま

す。　　　　 

(4)役員退職慰労引当金

　      　 同左

(4)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当事業年度

末要支給額を計上しております。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

５．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

理によっており、為替予約取引に

ついては振当処理によっており、

ヘッジの有効性の判定は省略して

おります。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段と対象と方針

　借入金について、その金利変動

のヘッジ手段として金利スワップ

取引を採用しております。売掛金

について、その為替リスクのヘッ

ジ手段として為替予約を採用して

おります。当社はヘッジの対象と

なる資産又は負債を有するものに

限り、これに係るリスクを回避し

効率的に管理する手段としてデリ

バティブ取引を利用しており、金

利の変動又は為替の変動が損益に

与える影響を軽減することを目的

としております。

(2) ヘッジ手段と対象と方針

同左

(2)ヘッジ手段と対象と方針

同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用し、仮払消費税

等及び仮受消費税等は相殺して流

動負債の「その他」に含めて表示

しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
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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」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用し

ております。これによる損益に与える影響は

ありません。　　　　　　

 　　　　　　─────  (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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,978百万円であります。

　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。

 　　　　　　　─────
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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．有形固定資産から控除した減価償却累

計額

※１．有形固定資産から控除した減価償却累

計額

※１．有形固定資産から控除した減価償却累

計額

（百万円）

13,187

（百万円）

13,612

（百万円）

13,392

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

（百万円）

工場財団

建物 1,118

機械装置 2,476

土地 982

計 4,577

（百万円）

工場財団

建物 1,079

機械装置 2,282

土地 982

計 4,345

（百万円）

工場財団

建物 1,099

機械装置 2,382

土地 982

計 4,465

上記に対する債務 上記に対する債務 上記に対する債務

（百万円）

短期借入金

(うち一年内返済予定の

長期借入金)

1,472

1,472

長期借入金 2,008

子会社の債務 223

計 3,703

（百万円）

短期借入金

(うち一年内返済予定の

長期借入金)

1,414

1,414

長期借入金 1,797

子会社の債務 223

計 3,435

（百万円）

短期借入金

(うち一年内返済予定の

長期借入金)

1,438

1,438

長期借入金 2,025

子会社の債務 223

計 3,687

（百万円）

３．受取手形割引高 350

４．債務保証

（百万円）

３．受取手形割引高
 　　　　－

　　　

４．債務保証

（百万円）

３．受取手形割引高 200

４．債務保証

下記の関係会社の銀行借入金等に対

し保証を行っております。

下記の関係会社の銀行借入金等に対

し保証を行っております。

下記の関係会社の銀行借入金等に対

し保証を行っております。

（百万円） （百万円） （百万円）

㈱アールケー・エキセル 245

タカサゴスチール㈱ 37

計 282

㈱アールケー・エキセル 200

タカサゴスチール㈱ 10

計 210

㈱アールケー・エキセル 200

タカサゴスチール㈱ 15

計 215

（百万円）

５.受取手形の債権流動

化による譲渡高
1,093

（百万円）

５.受取手形の債権流動

化による譲渡高
1,464

（百万円）

５.受取手形の債権流動

化による譲渡高
1,334
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（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．減価償却実施額 １．減価償却実施額 １．減価償却実施額

（百万円）

有形固定資産

無形固定資産

232

1

（百万円）

有形固定資産

無形固定資産

229

1

（百万円）

有形固定資産

無形固定資産

463

3

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの

（百万円）

受取利息 3

（百万円）

受取利息 2

（百万円）

受取利息 5

※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの

（百万円）

支払利息 53

（百万円）

支払利息 50

支払手数料 9

（百万円）

支払利息 99

（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
 

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） 22 0 - 23

 　　　　　　 合計 22 0 - 23

 　　　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加　0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

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）

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械装
置

883 179 703

その他 143 112 31

合計 1,026 291 734

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械装
置

1,077 256 820

その他 38 20 18

合計 1,115 276 838

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械装
置

1,077 215 861

その他 143 121 22

合計 1,220 337 883

　　　　　　 　　　　　　  

(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

（百万円）

１年内 88

１年超 684

合計 773

（百万円）

１年内 91

１年超 764

合計 855

（百万円）

１年内 90

１年超 809

合計 899

   

(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

（百万円）

支払リース料 55

減価償却費相

当額
47

支払利息相当

額
8

（百万円）

支払リース料 54

減価償却費相

当額
44

支払利息相当

額
9

（百万円）

支払リース料 110

減価償却費相

当額
92

支払利息相当

額
17

(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(残価保証の取り決めがある場合は残価

保証額)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 

(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。 

(減損損失について)  

  　　　　同左

(減損損失について)  

同左 

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    127円74銭

１株当たり中間純利益  5円66銭

１株当たり純資産額 132円37銭

１株当たり中間純利益 4円39銭

１株当たり純資産額   131円13銭

１株当たり当期純利益    8円96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 　　　　　　同左

　（注）　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（当期）純利益（百万円） 170 131 269

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
170 131 269

期中平均株式数（千株） 30,059 30,056 30,059

（重要な後発事象）

 　 　　該当事項はありません。
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２．製品別売上明細表
 （単位：百万円）

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

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額
構成比
（％）

ステンレス
6,695

(555)
65.9

7,605

(597)
70.2

13,702

(901)
66.0

みがき帯鋼
3,271

(131)
32.2

3,038

(116)
28.0

6,658

(219)
32.1

その他 193 1.9 195 1.8 388 1.9

合計
10,160

(686)
100.0

10,840

(713)
100.0

20,749

(1,120)
100.0

　（注）（　）内は、売上高のうちの輸出分。
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