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１．平成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9月中間期 43,512 10.9 3,838 353.9 3,467 339.6

17年9月中間期 39,248 4.1 845 △24.5 788 11.5

18年3月期 79,287 2,710 2,352

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 2,194 － 14 43

17年9月中間期 3 － 0 02

18年3月期 730 4 65

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 152,128,581株 17年9月中間期 152,234,283株 18年3月期 152,206,691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9月中間期 110,120 55,296 50.2 363 57

17年9月中間期 104,597 52,878 50.6 347 42

18年3月期 104,671 53,601 51.2 352 12

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 152,094,341株 17年9月中間期 152,204,330株 18年3月期 152,161,767株

②期末自己株式数 18年9月中間期 619,106株 17年9月中間期 509,117株 18年3月期 551,680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 90,000 6,000 3,600

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）23円66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 － 0.00 － 3.00 － 3.00

19年３月期（実績） － 2.50 － － －
5.00

19年３月期（予想） － － － 2.50 －

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５～６ページを参照して下さい。
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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９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間期比
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（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比

（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 824,926 269,961 △554,965 401,546

２. 受取手形 625,333 755,519 130,186 642,556

３．売掛金 15,341,462 15,168,605 △172,859 14,208,100

４．たな卸資産 6,823,531 10,061,955 3,238,424 6,973,513

５．短期貸付金 28,433,550 36,390,370 7,956,820 36,173,668

６．未収入金 ※２ 11,361,539 6,802,592 △4,558,947 6,277,478

７．その他 1,519,990 1,375,642 △144,348 1,162,369

８．貸倒引当金 △36,600 △41,400 △4,800 △37,700

流動資産合計 64,893,734 62.0 70,783,248 64.3 5,889,514 65,801,533 62.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1)建物 8,252,159 8,091,604 △160,555 8,171,651

(2)機械及び装置 9,625,329 9,603,458 △21,871 9,469,794

(3)建設仮勘定 1,659,207 1,057,102 △602,105 1,062,883

(4)その他 4,318,100 4,076,065 △242,035 4,226,678

有形固定資産合計 23,854,797 22,828,231 △1,026,566 22,931,007

２．無形固定資産

   無形固定資産 314,102 1,041,014 726,912 376,025

３．投資その他の資産

(1)関係会社株式 13,337,099 13,337,099 － 13,337,099

(2)その他 2,304,631 2,241,062 △63,569 2,334,970

(3)貸倒引当金 △109,596 △110,046 △450 △109,230

投資その他の資産合
計

15,532,135 15,468,115 △64,020 15,562,839

固定資産合計 39,701,035 38.0 39,337,360 35.7 △363,675 38,869,872 37.1

Ⅲ　繰延資産 2,966 0.0 － － △2,966 － －

資産合計 104,597,736 100.0 110,120,609 100.0 5,522,873 104,671,406 100.0
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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）

対前中間期比
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（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比

（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 1,671,075 1,670,711 △364 1,786,869

２．買掛金 10,769,480 11,051,748 282,268 10,802,496

３．短期借入金 12,680,000 14,560,000 1,880,000 10,720,000

４．一年以内返済の社
債

2,000,000 － △2,000,000 2,000,000

５．一年以内返済の
　　長期借入金

500,000 3,000,000 2,500,000 －

６．コマーシャルペー
パー

7,000,000 5,000,000 △2,000,000 5,000,000

７．未払法人税等 79,498 1,540,266 1,460,768 237,046

８．未払費用 2,832,170 3,668,443 836,273 3,040,946

９．設備関係支払手形 387,842 189,836 △198,006 571,152

１０．その他 ※２ 3,508,657 4,203,083 694,426 3,531,060

流動負債合計 41,428,725 39.6 44,884,089 40.8 3,455,364 37,689,570 36.1

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 6,000,000 6,000,000 － 9,000,000

２．長期未払金 － 1,286,876 1,286,876 －

３．退職給付引当金 4,196,203 2,585,346 △1,610,857 4,269,694

４．役員退職慰労引当
金

94,369 67,435 △26,934 110,370

固定負債合計 10,290,572 9.8 9,939,658 9.0 △350,914 13,380,064 12.8

負債合計 51,719,297 49.4 54,823,747 49.8 3,104,450 51,069,634 48.8
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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）

対前中間期比
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（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比

（％）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金  18,700,974 17.9 － － △18,700,974  18,700,974 17.9

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金  24,356,299   －    24,356,299   

資本剰余金合計   24,356,299 23.3  － － △24,356,299  24,356,299 23.3

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金  1,751,858   －    1,751,858   

２．任意積立金  6,867,129   －    6,867,129   

３．中間（当期）未処
分利益

 1,344,990   －    2,071,698   

利益剰余金合計   9,963,978 9.5  － － △9,963,978  10,690,686 10.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  2,397 0.0  － － △2,397  16,859 0.0

Ⅴ　自己株式   △145,211 △0.1  － － 145,211  △163,048 △0.2

資本合計   52,878,438 50.6  － － △52,878,438  53,601,771 51.2

負債資本合計   104,597,736 100.0  － －△104,597,736  104,671,406 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 18,700,974 17.0 18,700,974 － －

２．資本剰余金  

(１)資本準備金 － 24,356,299  －

資本剰余金合計 － － 24,356,299 22.1 24,356,299 － －

３．利益剰余金  

(１)利益準備金 － 1,751,858  －

(２)その他利益剰余金

任意積立金 － 6,859,267  －

繰越利益剰余金 － 3,794,651  －

利益剰余金合計 － － 12,405,777 11.3 12,405,777 － －

４．自己株式 － － △195,438 △0.2 △195,438 － －

株主資本合計 － － 55,267,613 50.2 55,267,613 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．　その他有価証券評
価差額金

－ － 29,324 0.0 29,324 － －

２．　繰延ヘッジ損益 － － △76 0.0 △76 － －

評価・換算差額等合
計

－ － 29,248 0.0 29,248 － －

純資産合計 － － 55,296,861 50.2 55,296,861 － －

負債純資産合計 － － 110,120,609 100.0 110,120,609 － －
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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）

対前中間
期比

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（千円）
百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比

（％）

Ⅰ　売上高 39,248,378 100.0 43,512,542 100.0 4,264,164 79,287,653 100.0

Ⅱ　売上原価 33,132,950 84.4 33,930,792 78.0 797,842 65,600,927 82.7

売上総利益 6,115,428 15.6 9,581,749 22.0 3,466,321 13,686,725 17.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,269,915 13.4 5,743,599 13.2 473,684 10,976,066 13.9

営業利益 845,512 2.2 3,838,150 8.8 2,992,638 2,710,659 3.4

Ⅳ　営業外収益  ※１ 204,001 0.5 408,202 0.9 204,201 355,987 0.5

Ⅴ　営業外費用  ※２ 260,746 0.7 779,143 1.7 518,397 714,013 0.9

経常利益 788,768 2.0 3,467,210 8.0 2,678,442 2,352,633 3.0

Ⅵ　特別利益  

１．土地売却益 64,592   －    64,592   

２．退職給付制度移行利益 － 64,592 0.1 246,815 246,815 0.6 182,223 － 64,592 0.1

Ⅶ　特別損失  

１．減損損失  ※４ 527,467   －    527,467   

２．環境対策費 －   －    227,000   

３．その他の特別損失 － 527,467 1.3 － － － △527,467 10,402 764,869 1.0

税引前中間（当期）純利益 325,892 0.8 3,714,026 8.5 3,388,134 1,652,355 2.1

法人税、住民税及び事業税 13,367 1,514,894  182,465

法人税等調整額 308,837 322,204 0.8 4,555 1,519,449 3.5 1,197,245 739,494 921,959 1.2

中間（当期）純利益 3,687 0.0 2,194,576 5.0 2,190,889 730,396 0.9

前期繰越利益 1,341,302 － 1,341,302 1,341,302

中間（当期）未処分利益 1,344,990 － 1,344,990 2,071,698
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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

資本金

資本剰余金 資本剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金
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

合計任意積立金
繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 18,700,974 24,356,299 24,356,299 1,751,858 6,867,129 2,071,698 10,690,686 △163,048 53,584,911

中間会計期間中の変動額       

任意積立金の取崩し（注） △86,810 86,810 － －

任意積立金の積立て（注） 78,948 △78,948 － －

剰余金の配当（注） △456,485 △456,485 △456,485

役員賞与（注） △23,000 △23,000 △23,000

中間純利益 2,194,576 2,194,576 2,194,576

自己株式の処分 △32,389 △32,389

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） △7,861 1,722,953 1,715,091 △32,389 1,682,702

平成18年９月30日　残高（千円） 18,700,974 24,356,299 24,356,299 1,751,858 6,859,267 3,794,651 12,405,777 △195,438 55,267,613

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 16,859 － 16,859 53,601,771

中間連結会計期間中の変動額

任意積立金の取崩し（注） －

任意積立金の積立て（注） －

剰余金の配当（注）    △456,485

役員賞与（注）    △23,000

中間純利益    2,194,576

自己株式の処分    △32,389

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
12,464 △76 12,388 12,388

中間会計期間中の変動額合計（千円） 12,464 △76 12,388 1,695,090

平成18年９月30日　残高（千円） 29,324 △76 29,248 55,296,861

 （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る。
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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

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

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）

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）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブの評価基準及び評

価方法

時価法

(2）デリバティブの評価基準及び評

価方法

同左

(2）デリバティブの評価基準及び評

価方法

同左

(3）たな卸資産

　製品・半製品・仕掛品は総平均法に

基づく原価法、商品・原材料・貯蔵品

は移動平均法に基づく原価法によって

いる。

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産については定率法によって

いる。

　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

定額法を採用している。

　無形固定資産については定額法によって

いる。

　なお、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よる定額

法を採用している。

２．固定資産の減価償却の方法

同左

２．固定資産の減価償却の方法

同左

 なお、主な耐用年数は以下の通りである。

　　　建物　　　　　７～50年

　　　機械装置　　　４～20年

３．繰延資産の処理方法

社債発行費

３年間で毎期均等額を償却している。

３．　　――――――

 

３．繰延資産の処理方法

社債発行費

３年間で毎期均等額を償却している。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売上債権等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、貸倒懸念債権及び破産更生債

権等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いる。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

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）

(2）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

を計上している。

　また、過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定額法によ

り費用処理し、数理計算上の差異につい

ては、そ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（15年）

による定額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌期から費用処理することと

している。

(2）退職給付引当金

　　　　　　同左

(2）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いる。

　また、過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定額法によ

り費用処理し、数理計算上の差異につい

ては、そ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（15年）

による定額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌期から費用処理することと

している。

 （追加情報）

　当社は、従業員退職金制度について、

安定経営と人事処遇制度との整合を図り、

従業員のライフスタイルの多様化に合わ

せた年功的要素と能力的要素とのバラン

スの取れた制度にすることを目的として

改定を行い、所轄官庁の許可を得た。

　この制度の改定は、平成18年４月１日

にポイント制退職金の導入、平成18年５

月１日に確定拠出年金制度の導入および

適格退職年金制度から確定給付年金制度

への移行を主な内容としている。

　当中間会計期間より、「退職給付制度

間の移行に関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第１号）を適用してい

る。

　本移行に伴う影響額は特別利益として

246,815千円を計上している。

 

 (3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に備えるため、

役員退職慰労金基準（内規）に基づく要

支給額を計上している。

（追加情報）

　役員退職慰労金は、従来支出時の費用

として計上していたが、前事業年度より

役員退職慰労金基準（内規）に基づく期

末要支給額を役員退職慰労金として計上

する方法に変更している。 

 この変更は、前下期において役員退職慰

労金基準（内規）が整備され、役員退職

慰労金を役員の在任期間にわたって合理

的に費用配分することにより支出年度に

おける費用負担額の変動を回避し、期間

損益の適正化とともに財務内容の健全化

を図るために行ったものである。

　なお、前下期において役員退職慰労金

基準（内規）が整備されたため、前中間

会計期間は従来の方法によっている。前

中間会計期間において前事業年度に採用

した会計処理によった場合、前中間会計

期間の発生額13,751千円が販売費及び一

般管理費に、過年度対応額109,570千円が

特別損失に計上され、営業利益及び経常

利益はそれぞれ13,751千円減少し、税引

前中間純利益は79,131千円減少すること

となる。

 (3）役員退職慰労引当金

　　　　　　同左

 (3）役員退職慰労引当金

　　　　　　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）

５．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いる。

５．リース取引の処理方法

同左

５．リース取引の処理方法

同左

６．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

の要件を満たしているので特例処理を

採用している。

６．ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用している。な

お、特例処理の要件を満たしている金

利スワップについては特例処理を採用

している。

６．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

の要件を満たしているので特例処理を

採用している。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　借入金の金利変動リスクをヘッジす

るために金利スワップを利用している。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　借入金の市場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

いる。また、外貨建予定取引の為替変

動リスクを回避する目的で為替予約取

引を行っている。

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　借入金の金利変動リスクをヘッジす

るために金利スワップを利用している。

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

ている。

③　ヘッジ方針

　当社の市場リスク管理方針に基づき、

市場金利変動リスク及び為替変動リス

クをヘッジしている。

　市場金利変動リスクについては、総

借入に占める固定金利建借入比率を一

定割合以上に維持している。また、為

替変動リスクについては売上見込額の

範囲内で為替予約を行っている。 

 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

ている。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件をみ

たしており、その判定をもって有効性

の判定に代えている。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、

個別取引毎のヘッジ効果を検証してい

る。なお、特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについては、特例処

理の判定をもって有効性の判定に代え

ている。 

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件をみ

たしており、その判定をもって有効性

の判定に代えている。

７．消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用

している。

７．消費税等の会計処理方法

同左

７．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）を適用している。これにより税引前

中間純利益は519,286千円減少している。

　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いる。

 

───── （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）を適用している。これにより税引前中

間純利益は516,229千円減少している。

　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いる。

 

 ───── （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

している。これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、55,296,938千円である。

　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

諸表規則の改正に伴い、改正後の中間財務

諸表規則により作成している。 

 ─────

 ①　リース取引

 　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行う為、記載を省略しております。

 ②　有価証券（子会社株式および関連会社株式）

　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

ものはない。
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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  

　　　　　　　

 　　　59,616,693千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額  

　　　　　　　

56,609,278千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額      

　　　　　

 　58,575,559千円

※２．消費税等に係る表示 

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺し、未払消費税等として、流動負債

の「その他」に含めて表示している。

※２．消費税等に係る表示 

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺し、未収消費税等として、流動資産

の「未収入金」に含めて表示している。

※２．消費税等に係る表示

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

し、未払消費税等として、流動負債の

「その他」に含めて表示している。

  ３．保証債務及び保証類似行為   ３．保証債務及び保証類似行為  ３．保証債務及び保証類似行為

従業員及び関係会社の金融機関借入金等に対

する保証

従業員住宅ローン    339,629千円

㈱ノリタケＴＣＦ    59,337千円

合計 398,967千円

従業員及び関係会社の金融機関借入金等に対

する保証

従業員住宅ローン 280,034千円

合計 280,034千円

従業員及び関係会社の金融機関借入金等に対

する保証

従業員住宅ローン   303,272千円

合計 303,272千円

 ４．受取手形割引高

輸出（信用状なし）割引高

    1,578,571千円

 ４．受取手形割引高

輸出（信用状なし）割引高

2,000,418千円

 ４．受取手形割引高

輸出（信用状なし）割引高

    1,764,029千円

（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  ※１．営業外収益の主要項目  ※１．営業外収益の主要項目

 受取利息　　　　 66,188千円 受取利息　　　　110,961千円  受取利息　　　　144,762千円

 ※２．営業外費用の主要項目  ※２．営業外費用の主要項目  ※２．営業外費用の主要項目

支払利息 　　　　90,582千円 支払利息 　　　125,999千円  支払利息 　　　186,728千円

 　３．減価償却実施額  　３．減価償却実施額  　３．減価償却実施額

 有形固定資産　1,420,281千円   有形固定資産　1,439,594千円 有形固定資産　3,013,303千円

 無形固定資産　 　68,370千円  無形固定資産　 　80,949千円 　　　無形固定資産　 136,626千円

 ※４．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ており

ます。 

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

神奈川県

 秦野市

遊休

資産

 土地

計 

356,258

356,258

三重県

四日市市

遊休

資産

 土地 
 建物
 構築物
 機械装置

 計

108,442
56,346
4,026
2,394

171,209

 合　　計 527,467

　当社は、事業用資産については事業部門の

区分により、賃貸・遊休資産については物件

ごとに区分し、資産のグルーピングを行って

いる。

　神奈川県秦野市の遊休資産は、土地の市場

価格の著しい下落により、三重県四日市市の

遊休資産（旧四日市工場）は、使用予定がな

く遊休化したことにより、それぞれ回収可能

価額まで帳簿価額を減額している。 

　なお、回収可能価額はいずれも正味売却価

額によっており、公示価格等をもとに合理的

に算定している。

 ※４．　　 ――――――  ※４．減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しておりま

す。 

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

神奈川県

 秦野市

遊休

資産

 土地

計 

356,258

356,258

三重県

四日市市

遊休

資産

 土地 
 建物
 構築物
 機械装置

 計

108,442
56,346
4,026
2,394

171,209

 合　　計 527,467

　当社は、事業用資産については事業部門の

区分により、賃貸・遊休資産については物件

ごとに区分し、資産のグルーピングを行って

いる。

　神奈川県秦野市の遊休資産は、土地の市場

価格の著しい下落により、三重県四日市市の

遊休資産（旧四日市工場）は、使用予定がな

く遊休化したことにより、それぞれ回収可能

価額まで帳簿価額を減額している。 

　なお、回収可能価額はいずれも正味売却価

額によっており、公示価格等をもとに合理的

に算定している。
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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

株式の種類
前事業年度末

株式数(株)

当中間会計期間

増加株式数(株)

当中間会計期間

減少株式数(株)

当中間会計期間末

株式数(株)

 普通株式　（注） 551,680 67,426 － 619,106

  合　計 551,680 67,426 － 619,106

 　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加67,426株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

（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    347.42円

１株当たり中間純利益金額     0.02円

１株当たり純資産額  363.57円

１株当たり中間純利益金額       14.43円

１株当たり純資産額     352.12円

１株当たり当期純利益金額 4.65円

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

ていない。

同左 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

ていない。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

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（千円） 3,687 2,194,576 730,396

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 23,000

（うち役員賞与金） (－) (－) (23,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 3,687 2,194,576 707,396

期中平均株式数（株） 152,234,283 152,128,581 152,206,691

－ 12 －



７．製品別売上高
 （単位：千円・％）

科目

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）

対前中間期比
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 増減率 金額 構成比

ウエハー関連 20,068,245 51.1 22,782,646 52.4 2,714,401 13.5 40,736,403 51.4

半導体部材関連 14,561,178 37.1 15,728,404 36.1 1,167,226 8.0 28,968,893 36.5

アドバンストセラミックス・

その他
4,618,954 11.8 5,001,491 11.5 382,537 8.3 9,582,356 12.1

合計 39,248,378 100.0 43,512,542 100.0 4,264,164 10.9 79,287,653 100.0

うち輸出額 8,903,410 22.7 12,840,425 29.5 3,937,015 44.2 19,458,179 24.5

　（注） （単位：千円）

受注高 40,175,503 45,010,353 4,834,851 83,331,938

受注残高 14,044,132 18,672,093 4,627,962 17,161,292

－ 13 －


