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平成 １９ 年 ３月期   中間決算短信（非連結）        平成18年11月６日 
 
上 場 会 社 名         大成ラミック株式会社                    上場取引所    東京市場１部 
コ ー ド 番 号          ４９９４                                  本社所在都道府県 埼玉県 
（ＵＲＬ  http://www.lamick.co.jp  ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 木村 登 
問合せ先責任者 役職名 専務取締役管理本部長 氏名 木村 義成   ＴＥＬ (0480) 97－0224 
決算取締役会開催日 平成18年11月６日            配当支払開始日 平成18年12月８日 
単元株制度採用の有無  有(１単元100株) 
 
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    ％ 

平成18年9月中間期 
平成17年9月中間期 

  7,618         2.8 
 7,407         9.6 

725       △8.2 
790         4.3 

       735       △9.6 
 813         7.2 

平成18年3月期 14,339             1,417             1,436             
 
 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 

 百万円    ％       円  銭       円    銭 

平成18年9月中間期 
平成17年9月中間期 

422      △11.5 
477         4.9 

67  06 
75  83 

－ 
－ 

平成18年3月期 886             133  98 － 
 (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 6,299,960株  17年9月中間期 6,299,960株  18年3月期 6,299,960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 
 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 

平成18年9月中間期 
平成17年9月中間期 

13,852 
13,563 

9,881 
9,518 

71.3 
70.2 

1,568  45 
1,510  81 

平成18年3月期 13,390 9,727 72.6 1,537  41 
(注)①期末発行済株式数18年9月中間期 6,299,960株 17年9月中間期 6,299,960株 18年3月期 6,299,960株 
②期末自己株式数  18年9月中間期        40株 17年9月中間期        40株 18年3月期        40株 

 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 
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         

 百万円 百万円 百万円 百万円 

平成18年9月中間期 
平成17年9月中間期 

△126 
748 

△268 
△264 

  △207 
     △188 

1,258 
1,841 

平成18年3月期 1,641 △930 △396 1,860 
 
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 15,223 1,413 821 
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   130円45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 

平成18年３月期 33.00    33.00 66.00 

平成19年３月期（実績） 33.00        － 

平成19年３月期（予想） －    33.00 
66.00 

(注)平成18年９月中間期末配当金の内訳は、普通配当33円であります。 

※上記の予想は、本資料の発表日時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な要因の変
化により実際の業績は、これらの予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事
項は添付資料７ページを参照ください。 
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１．企業集団の状況 

 

当社の企業集団は、大成ラミック株式会社（当社）、子会社１社（株式会社グリーンパックス）によ

り構成され、液体・粘体自動充填用フィルムと高速自動充填機の開発・製造・販売を主な事業内容とし

ております。 

事業系統図は次のとおりであります。 

 

 

［事業系統図］ 

 

 

（液体・粘体自動充填用フィルム） 

 

 

原材料の仕入              

 

 

 

 

 

（高速自動充填機） 
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部品の仕入 

機械等の販売、 
アプリケーションサービス 

部品の仕入 
部品の供給 

仕様の指示 

機械の仕入 

シリンダー、仕掛品等の運送および管理 

(注) 非連結子会社であります。 

包装フィルムの製造・販売 
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２．経営方針 
 

会社の経営の基本方針 

わが国の軟包装資材業界の黎明期に創業した当社は、「液体包装」に経営資源を集中・特化し、高速

自動充填機を開発、「液体・粘体自動充填用フィルム」・「高速自動充填機」・「充填研修」の三位一体・

一元管理を当社独自のビジネスモデルとして進化させ、業容を拡大してまいりました。これらを支える

当社の経営理念は、「開発商品が社会変化に適合し、社会・市場が喜んで受け入れるものであること」

「限られた経営資源を高付加価値商品に集中・特化した独創的なシステム構築」で常に国内全域を網羅

し、機動的に事業展開することを経営の基本方針としております。 

 

会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益配分と株主資本利益率の向上を経営の重要政策の一つとして位置づけてお

り、積極的に株主の皆様へ利益還元を行う方針であります。つきましては、配当性向の目安を 50％に

しており、これを維持、継続するよう努めます。 

内部留保金につきましては、今後の競争力強化のため、受注高および販売動向による中長期観点から

の設備投資に充当し、事業規模拡大のために有効活用していく方針であります。 

 

目標とする経営指標 

 当社は、経営方針に基づき安定的かつ持続的な成長と利益の確保を経営目標としてまいります。 

 

中長期的な会社の経営戦略 

当社が主力とする食品業界においては、少子・高齢化社会の到来とともに、内食・中食・外食と食機

会の多様化が進み、食品の安全・安心はもとより、利便性、低価格にこだわる消費志向が一層顕著とな

っております。 

このような状況のなか、液体包装に関する真の市場ニーズ・情報等を整理・分析し、各ユーザーから

の要求に対処すべく、以下の戦略を行います。 

［包装フィルム事業］ 

(1)少ロット・短納期を一層推進し、ユーザーの在庫極小化への貢献を目指します。 

(2)本社新工場生産設備のフル稼働を確保するとともに、徹底したコストダウンに努めます。 

(3)主力とする食品業界に加え、化粧品・健康食品業界へ事業領域を拡大し、更なる売上の増進を目

指します。 

(4)液体・粘体小袋に加え、業務用大袋や連続生産を可能とする「ノンテープジョイントフィルム」

などの拡販を図ります。 

(5)レトルト袋、チャック袋、口栓付スタンドパックなど高付加価値商品の開発や、中袋・大袋など

の自動充填用フィルムの拡販を図ります。 

［包装機械事業］ 

(1)高速自動充填機「ＤＡＮＧＡＮシリーズ」を、主力とする食品業界に加え、化粧品・健康食品業

界に対して積極的に拡販いたします。 

(2)中・大袋需要に対応した「ＤＡＮＧＡＮ大容量・大々容量タイプ」、「ＤＡＮＧＡＮ Ｌタイプ」、

連続生産が可能な「オートスプライス一体型ＤＡＮＧＡＮ」など、自社による新製品の開発・製

造・販売を積極的に推し進めてまいります。 

(3)新型液体用複合容器「ＰＩＣ（Pouch In Carton）」の開発並びに酵母菌によるガス発生量で冷蔵

食品の安全性が目視確認できる「低温管理インジケータ」およびラミネーション複合技術、高精

度高速ヒートシール技術を活用した非接触ＩＣタグの量産化を進め、販売体制を構築いたします。 
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会社の対処すべき課題 

今後の経済見通しにつきましては、景気は引続き回復するものと思われますが、原油価格高騰の影響

が懸念され、各企業の利益確保は予断を許さない状況にあります。また、当社が主力とする食品業界は、

大手流通業における価格競争や安全衛生面の強化など、厳しい環境が続いております。 

このような状況のもと、包装フィルム部門につきましては、全国販売網による営業力の強化を図り、

新規顧客の開拓、営業の深耕を推し進めてまいります。また、生産設備増設による更なる生産力・品質

管理体制の強化を図り、原材料価格の動向や環境問題への対応など、いかなる経営環境の変化にも迅速

かつ効果的に対応できる経営体制の確立に努めてまいります。 

包装機械部門につきましては、高速自動充填機「ＤＡＮＧＡＮシリーズ」を、平成４年より日本精機

株式会社と共同にて開発してまいりましたが、本年９月に同社が所有する全ての権利（特許権等の開発

成果、関連動産および製造技術等）を譲り受ける契約を締結いたしました。今後は、自社での開発・製

造・販売・保守までの一貫した体制にて、顧客のニーズに応じた積極的な営業を目指してまいります。 

また、新型液体用複合容器「ＰＩＣ（Pouch In Carton）」の開発や販売体制の構築など、将来の事業

基盤強化に向けた研究開発を行い、製造・販売と一体となった企業価値の向上に努めてまいります。 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 
当中間会計期間の概況 
当中間会計期間におけるわが国経済は、景気の回復基調がさらに鮮明となり、企業の設備投資は高水

準で推移し、雇用情勢も拡大しております。一方、原油価格の動向は依然不透明であり、原材料の価格

は未だ値上げ基調が続き、予断を許さない状況であります。 

当軟包装資材業界におきましても、原材料の値上げの影響は大きく、業界各社の利益確保は依然厳し

い環境となっております。 

このような状況のもと、当社においては、原材料、資材における厳しい値上げ要求があり、購買・調

達の効率化、生産の内製化・効率化を推し進め、原油高騰の影響を最小限に抑えてまいりました。 

その結果、売上高は76億18百万円（前年同期比2.8％増）、営業利益は７億25百万円（同8.2％減）、

経常利益は７億35百万円（同9.6％減）、中間純利益４億22百万円（同11.5％減）となりました。 

 

部門別概況は次の通りであります。 

 

［包装フィルム部門］ 

包装フィルム部門につきましては、期の前半から夏にかけた天候不順による影響が大きく、弁当関連

や季節商品などの出荷が低調であったものの、期の後半には鍋つゆを中心とした冬物商品の出足が良く

前年同期を上回りました。また、健康食品や化粧品等の非食品分野の拡大、営業所の躍進、新規顧客の

深耕活動などにより、新規商品の受注も順調に推移し、売上拡大を担う核へと成長しつつあります。 

その結果、包装フィルム部門の売上高は71億11百万円（前年同期比6.8％増）となりました。 

 

［包装機械部門］ 

高速自動充填機「ＤＡＮＧＡＮ」につきましては、大手食品メーカーを中心として受注活動は活発で

はあるもの、好調であった前年同期の出荷台数を下回りました。 

その結果、売上高は５億６百万円（前年同期比32.4％減）となりました。 
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（２）財政状態 
 

キャッシュ・フロー 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による支出が

１億26百万円、投資活動による支出が２億68百万円、財務活動による支出が２億７百万円ありました。 

前年同期に比べ５億 83百万円の減少になり、当中間会計期間末には 12億 58百万円（前年同期比

31.7％減）となりました。 

当中間会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。                

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間末における営業活動の結果使用した資金は１億 26百万円（前年同期比は７億 48

百万円の収入）となりました。 

これは主に、当中間会計期間末日が金融機関の休日であった要因等で売上債権の増加額 11億 15

百万円等があったものの、税引前中間純利益が７億31百万円、減価償却費２億62百万円等によるも

のであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は２億68百万円（前年同期比1.5％増）となりました。 

これは主に、本社新工場生産設備等の有形固定資産の取得による支出１億18百万円、本社隣接の

土地取得による支出73百万円、開発成果等の譲受契約締結にともなう支出89百万円等によるもので

あります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は２億７百万円（同10.2％増）となりました。 

これは主に、資金使途として配当金の支払額２億７百万円の支出によるものであります。 

 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 
 

 

 

第41期 

平成17年９月中間期 

第42期 

平成18年９月中間期 

第41期 

平成18年３月期 

自己資本比率（％） 70.2 71.3 72.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 143.1 145.5 169.8 

債務償還年数（年） － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － － 

 
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 
 

※  各指標は、いずれも財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

※  営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。 

   有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象とし

ております。また利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※  債務償還年数の中間期における計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しており

ます。 
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（３）通期の見通し 

 
包装フィルムにつきましては、食品業界を中心に顧客ニーズに合わせた商品の提供を全面的に打ち出

し、原材料価格の値上げを付加価値でカバーするのと同時に、非食品分野の販売に注力し売上規模の拡

大に努めてまいります。 

包装機械につきましては、本年９月に日本精機株式会社が所有する全ての権利（特許権等の開発成果、

関連動産および製造技術等）を譲り受ける契約を締結したことにより、今後は開発・製造・販売・保守

の全てを顧客へ提供し、包装フィルムと充填機械を併販するビジネスモデルの更なる強化を図ってまい

ります。 

通期の業績見通しにつきましては、売上高152億23百万円（前年同期比6.2％増）、経常利益14億

13百万円（同1.6％減）、当期純利益８億21百万円（同7.3％減）を見込んでおります。 

 

 

（４）事業等のリスク 
 
① 原材料の仕入価格の変動について 

当社で製造する包装フィルムの主原料は石油化学製品であり、原材料の仕入値は国際的な原油市

場と関係があるため、原油価格の大幅な価格変動が数ヵ月後の原材料価格動向に影響をおよぼす傾

向があります。 

通常の取引時においては、原油価格の市況変動よりも国内製品の需給によって取引条件が決定さ

れる場合が多いため、これまで原油価格の国際的な市況変動が仕入価格に即座に反映された経験は

ありません。しかしながら、当社の全売上高に占めるフィルム製品の売上高は、売上高の大部分を

占めており、国際石油価格の著しい変動によって、国際石油化学製品市場に大幅な変化が発生する

ことになった場合には、仕入価格の上昇によって当社の経営成績は影響を受ける可能性があります。 

 

② 容器包装リサイクル法等の環境保護法について 

当社の事業は容器包装リサイクル法等の環境保護に関する法令の規制を受けております。平成12

年４月から完全実施された容器包装リサイクル法（「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等

に関する法律」）では、当社の生産品である軟包装資材（ラミネート製品）も対象となるため、消費

者並びに地方自治体での分別回収、製造事業者、利用事業者の責任による再商品化することが義務

づけられております。 

また、プラスチック製品の作業屑等の産業廃棄物としての処理問題やフィルムの製造工程で発生

する二酸化炭素などの地球温暖化の原因となる温室効果ガスの発生問題など、現状、行政当局から

の排出規制等に係る明確な基準が定められてはおりません。 

このような環境関連の規制により、今後、行政当局が環境保護に係る規制の強化した場合、新た

な費用が発生することにより、当社の経営成績は影響を受ける可能性があります。 
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４．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(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  2,649,006   2,070,760   2,674,345   

２ 受取手形 ※２ 1,376,475   1,434,217   1,133,660   

３ 売掛金  3,011,781   3,713,119   2,898,115   

４ たな卸資産  1,340,124   1,402,086   1,459,491   

５ その他  188,773   177,176   181,730   

貸倒引当金  △5,265   △6,691   △2,822   

流動資産合計   8,560,895 63.1  8,790,669 63.5  8,344,521 62.3 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1) 建物  2,086,479   1,942,229   2,008,359   

(2) 機械及び装置  1,066,689   1,160,908   1,270,535   

(3) 土地  839,445   912,487   839,445   

(4) その他  392,434   350,550   295,769   

  計   4,385,047 32.3  4,366,175 31.5  4,414,109 33.0 

２ 無形固定資産   120,022 0.9  115,232 0.8  113,521 0.8 

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  439,371   432,777   462,352   

(2) その他  80,447   173,312   78,229   

  貸倒引当金  △21,996   △26,051   △21,853   

  計   497,823 3.7  580,037 4.2  518,729 3.9 

固定資産合計   5,002,892 36.9  5,061,445 36.5  5,046,361 37.7 

資産合計   13,563,788 100.0  13,852,115 100.0  13,390,883 100.0 
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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(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 買掛金  2,614,524   2,728,771   2,532,895   

２ 未払金  668,716   387,333   341,894   

３ 未払法人税等  362,734   340,907   356,740   

４ 賞与引当金  181,100   195,900   176,600   

５ 役員賞与引当金  －   21,066   －   

６ その他  54,070   103,047   50,160   

流動負債合計   3,881,145 28.6  3,777,026 27.3  3,458,291 25.8 

Ⅱ 固定負債           

１ 繰延税金負債  5,660   19,363   40,492   

２ 退職給付引当金  95,975   101,806   99,638   

３ 役員退職慰労引当金  62,983   66,383   64,683   

４ その他  －   6,392   －   

固定負債合計   164,619 1.2  193,945 1.4  204,814 1.6 

負債合計   4,045,765 29.8  3,970,971 28.7  3,663,105 27.4 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   2,408,600 17.8  － －  2,408,600 18.0 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  2,896,075   －   2,896,075   

資本剰余金合計   2,896,075 21.4  － －  2,896,075 21.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  165,000   －   165,000   

２ 任意積立金  3,360,453   －   3,360,453   

３ 中間(当期)未処分 

  利益 
 601,456   －   802,026   

利益剰余金合計   4,126,910 30.4  － －  4,327,479 32.3 

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
  86,538 0.6  － －  95,722 0.7 

Ⅴ 自己株式   △100 △0.0  － －  △100 △0.0 

資本合計   9,518,023 70.2  － －  9,727,777 72.6 

負債及び資本合計   13,563,788 100.0  － －  13,390,883 100.0 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   － －  2,408,600 17.4  － － 

 ２ 資本剰余金           

  (1)資本準備金  －   2,896,075   －   

資本剰余金合計   － －  2,896,075 20.9  － － 

 ３ 利益剰余金           

  (1)利益準備金  －   165,000   －   

   (2)その他利益剰余金           

買換資産圧縮積立金  －   23,021   －   

特別償却準備金  －   25,716   －   

保険差益圧縮積立金  －   46,525   －   

別途積立金  －   3,660,000   －   

繰越利益剰余金  －   579,682   －   

  利益剰余金合計   － －  4,499,945 32.5  － － 

 ４ 自己株式   － －  △100 △0.0  － － 

株主資本合計   － －  9,804,520 70.8  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評価 

差額金 
  － －  76,622 0.5  － － 

評価・換算差額等合計   － －  76,622 0.5  － － 

純資産合計   － －  9,881,143 71.3  － － 

負債及び純資産合計   － －  13,852,115 100.0  － － 
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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(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   7,407,112 100.0  7,618,357 100.0  14,339,512 100.0 

Ⅱ 売上原価   5,577,795 75.3  5,787,424 76.0  10,892,480 76.0 

売上総利益   1,829,317 24.7  1,830,932 24.0  3,447,032 24.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,038,964 14.0  1,105,009 14.5  2,029,656 14.1 

営業利益   790,352 10.7  725,923 9.5  1,417,376 9.9 

Ⅳ 営業外収益 ※１  26,991 0.4  12,834 0.2  25,798 0.1 

Ⅴ 営業外費用   4,006 0.1  3,719 0.0  6,604 0.0 

経常利益   813,337 11.0  735,038 9.7  1,436,570 10.0 

Ⅵ 特別利益   － －  2,638 0.0  90,292 0.6 

Ⅶ 特別損失   5,627 0.1  6,017 0.1  13,286 0.0 

税引前中間(当期) 
純利益 

  807,709 10.9  731,659 9.6  1,513,575 10.6 

法人税、住民税 
及び事業税 

 348,613   326,616   617,218   

法人税等調整額  △18,610 330,003 4.5 △17,421 309,195 4.1 10.182 627,401 4.4 

中間(当期)純利益   477,706 6.4  422,464 5.5  886,174 6.2 

前期繰越利益  123,750      123,750  

中間配当額  －      207,898  

中間(当期)未処分 
利益   601,456      802,026  
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（３）中間株主資本等変動計算書 
 

株 主 資 本 
評価・換算

差額等 

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 

利

益

準

備

金 

買
換
資
産 

圧
縮
積
立
金 

特
別
償
却 

準
備
金 

保
険
差
益 

圧
縮
積
立
金 

別
途
積
立
金 

繰
越
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 
純

資

産

合

計 

平成 18年 

３月31日残高 

（千円） 
2,408,600 2,896,075 165,000 25,119 25,334 ― 3,310,000 802,026 △100 9,632,054 95,722 9,727,777 

中間会計期間中 

の変動額 
            

剰余金の配当        △207,898  △207,898  △207,898 

利益処分によ 

る役員賞与 
       △42,100  △42,100  △42,100 

中間純利益        422,464  422,464  422,464 

任意積立金 

の積立 
    6,438 46,525 350,000 △402,964  ―  ― 

任意積立金 

の取崩 
   △2,098 △6,056   8,154  ―  ― 

株主資本以外 

の項目の中間 

会計期間中の 

変動額(純額) 

         ― △19,099 △19,099 

中間会計期間中 

の変動額合計 

（千円） 

― ― ― △2,098 382 46,525 350,000 △222,344 ― 172,465 △19,099 153,365 

平成18年 

９月30日残高 

（千円） 
2,408,600 2,896,075 165,000 23,021 25,716 46,525 3,660,000 579,682 △100 9,804,520 76,622 9,881,143 
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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 

(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     

税引前中間(当期)純利益  807,709 731,659 1,513,575 

減価償却費  240,653 262,063 526,445 

貸倒引当金の増減額(減少:△)  6,352 8,067 3,765 

賞与引当金の増減額(減少:△)  10,700 19,300 6,200 

役員賞与引当金の増減額(減少:△)  ― 21,066 ― 

退職給付引当金の増減額(減少:△)  7,234 2,167 10,897 

役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)  1,650 1,700 3,350 

受取利息及び受取配当金  △2,324 △3,276 △4,273 

投資事業組合運用損益(運用益:△)  △19,052 1,500 △9,218 

有形固定資産売却益  ― △679 ― 

有形固定資産除却損  5,627 4,067 11,986 

投資有価証券売却益  ― ― △16,878 

ゴルフ会員権評価損  ― ― 1,300 

保険差益  ― △1,958 △91,558 

売上債権の増減額(増加:△)  △276,614 △1,115,560 85,481 

たな卸資産の増減額(増加:△)  43,580 56,627 △68,992 

仕入債務の増減額(減少:△)  203,674 195,876 122,045 

未払消費税等の増減額(減少:△)  21,494 30,073 18,011 

その他の流動資産の増減額(増加:△)  △13,395 △11,847 △23 

その他の流動負債の増減額(減少:△)  23,182 50,185 25,180 

その他の固定負債の増減額(減少:△)  ― 6,392 ― 

役員賞与の支払額  △22,160 △42,100 △22,160 

その他の営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ  13,386 △4,198 △4,897 

小計  1,051,699 211,127 2,110,238 

利息及び配当金の受取額  2,325 3,094 4,277 

受取保険金による収入  ― 2,052 104,837 

法人税等の支払額  △305,443 △342,526 △577,834 

営業活動によるキャッシュ・フロー  748,581 △126,252 1,641,518 

Ⅱ 投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ     

定期預金の預入による支出  △1,612,000 △1,611,000 △3,224,001 

定期預金の払戻による収入  1,612,000 1,612,000 3,218,000 

貸付金の回収による収入  788 802 1,581 

有形固定資産の取得による支出  △280,261 △191,451 △913,561 

無形固定資産の取得による支出  △6,976 △8,989 △7,538 

投資有価証券の取得による支出  △3,710 △3,748 △34,041 

投資有価証券の売却による収入  ― 25,560 ― 

投資事業組合からの分配金による収入  25,406 ― 29,053 

その他の投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ  16 △91,815 △161 

投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ  △264,735 △268,643 △930,669 

Ⅲ 財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ     

配当金の支払額  △188,517 △207,688 △396,182 

財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ  △188,517 △207,688 △396,182 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)  295,328 △602,584 314,665 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,546,178 1,860,844 1,546,178 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 1,841,506 1,258,259 1,860,844 
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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

を採用しております。 

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)を採用してお

ります。 

 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。 

但し、投資事業有限責

任組合及びそれに類す

る組合への出資（証券

取引法第２条第２項に

より有価証券とみなさ

れるもの）については、

組合契約に規定される

決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む方

法によっております。 

(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

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。 

 時価のないもの 

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 

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。 

時価のないもの 

同左 

 

 (2) たな卸資産 

 商品 

  個別法による原価法を

採用しております。 

(2) たな卸資産 

 商品 

同左 

 

(2) たな卸資産 

 商品 

同左 

  製品、原材料及び仕掛品 

  移動平均法による原価

法を採用しております。 

 製品、原材料及び仕掛品 

同左 

 製品、原材料及び仕掛品 

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 

  但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物

(建物付属設備を除く)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

以下のとおりです。 

 建物     ７～34年 

 機械及び装置 ２～17年 

また、取得価額が10万円

以上20万円未満の減価償

却資産については、３年間

で均等償却する方法によ

っております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 
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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) 

 (2) 無形固定資産 

  定額法 

  但し、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(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 

 (3) (3) 長期前払費用 

  定額法 

(3) 

３ 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 

  従業員に対して支給

する賞与に備えるため、

将来の支給見込額のう

ち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 

  従業員に対して支給す

る賞与に備えるため、将来

の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)   (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する

賞与に備えるため、将来の

支給見込額のうち当中間

会計期間負担額を計上し

ております。 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間から「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。この変更に

伴い、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益がそ

れぞれ21,066千円減少し

ております。 

 

(3) 
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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) 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 

(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。 

  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。 

 (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

づく中間期末要支給額を

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。 

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 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 

 手許現金、随時引出し可

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 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 

 税抜方式によっておりま

す。 

 なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺のう

え、金額的重要性が乏しい

ため、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) 

 （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。 

 これによる損益に与える影響は有

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は9,881,143千円で

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。 

 

 

 

表示方法の変更 

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) 

（中間貸借対照表及び中間キャッシュ・フロー計算書） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）により、証券取引法第２条第２項において、投

資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資を有

価証券とみなすこととされたことに伴い、従来「出資金」

として表示しておりました投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資を、当中間会計期間より「投資

有価証券」に含めて表示しております。 

なお、当中間会計期間において「投資有価証券」に含

めて表示いたしました投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資は48,245千円であります。 

また上記に伴い、前中間会計期間まで投資活動による

キャッシュ･フローにおける「出資による収入」として表

示しておりました投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合からの分配金を、当中間会計期間より「投資事業

組合からの分配金による収入」として表示しております。 
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（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 

4,527,023千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,947,989千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,745,584千円 

※２ ※２ 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

日をもって決済処理しておりま

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   183,647千円 

 

※２ 

 
（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 営業外収益の主要なもの 

受取利息 355千円

受取配当金 1,969千円
 

※１ 営業外収益の主要なもの 

受取利息 680千円

受取配当金 2,596千円
 

※１ 営業外収益の主要なもの 

受取利息 698千円

受取配当金 3,574千円
 

 ２ 減価償却実施額 

有形固定資産 232,802千円 

無形固定資産 7,851千円 
 

 ２ 減価償却実施額 

有形固定資産 254,615千円 

無形固定資産 7,279千円 
 

 ２ 減価償却実施額 

有形固定資産 510,934千円 

無形固定資産 15,511千円 
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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） 

 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（株） 6,300,000 ― ― 6,300,000 

 

２．自己株式に関する事項 

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（株） 40 ― ― 40 

 

３．新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

 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21日 

定時株主総会 
普通株式 207,898 33 平成18年３月31日 平成18年６月22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11月６日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 207,898 33 平成18年９月30日 平成18年12月８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) 

※１ 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 

(平成17年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 2,649,006千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△807,500

現金及び現金同等物 1,841,506
  

※１ 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 

(平成18年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 2,070,760 千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△812,500 

現金及び現金同等物 1,258,259 
  

※１ 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 

(平成18年３月31日現在) 

現金及び預金勘定 2,674,345千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△813,500  

現金及び現金同等物 1,860,844
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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 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間期
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) 

減損 
損失 
累計額 
相当額 
（千円） 

中間 
期末 
残高 
相当額 
(千円) 

機械 
及び 
装置 

1,246,913 627,968 - 618,945 

工具 
器具 
備品 

120,095 60,974 - 59,120 

ソフ 
トウ 
ェア 

6,754 4,155 - 2,598 

合計 1,373,762 693,097 - 680,664 
 

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、減

損損失累計額相当額及び中間期
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) 

減損 
損失 
累計額 
相当額 
（千円） 

中間 
期末 
残高 
相当額 
(千円) 

機械 
及び 
装置 

1,377,955 807,784 - 570,171 

工具 
器具 
備品 

147,414 68,734 - 78,674 

ソフ 
トウ 
ェア 

2,534 1,731 - 802 

合計 1,527,904 878,251 - 649,653 
 

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、減

損損失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) 

減損 
損失 
累計額 
相当額 
（千円） 

期末 
残高 
相当額 
(千円) 

機械 
及び 
装置 

1,355,620 715,499 - 640,121 

工具 
器具 
備品 

151,864 60,449 - 91,414 

ソフ 
トウ 
ェア 

6,754 5,112 - 1,641 

合計 1,514,239 781,060 - 733,178 

 

 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額及びリース資産減損勘定

中間期末残高 

１年内 216,252千円

１年超 488,368  

合計 704,621  

  リース資産減損勘定中間期末残高 

― 千円 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額及びリース資産減損勘定

中間期末残高 

１年内 240,380千円

１年超 428,587  

合計 668,967  

  リース資産減損勘定中間期末残高 

― 千円 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額及びリース資産減損勘定期末

残高 

１年内 238,532千円

１年超 516,522  

合計 755,055  

リース資産減損勘定期末残高 

― 千円 

 (3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損
損失 

支払リース料 115,743千円

リース資産減損勘定
の取崩額 

―   

減価償却費相当額 107,678  

支払利息相当額 6,625  

減損損失 ―   
 

 (3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損
損失 

支払リース料 128,854千円

リース資産減損勘定
の取崩額 

―   

減価償却費相当額 119,876  

支払利息相当額 6,452  

減損損失 ―   
 

 (3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損
損失 

支払リース料 234,733千円

リース資産減損勘定
の取崩額 

―   

減価償却費相当額 218,399  

支払利息相当額 12,797  

減損損失 ―   
 

 (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 

１年内 10,128千円

１年超 15,269  

合計 25,397  
 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 13,052千円

１年超 8,590  

合計 21,642  
 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 13,129千円

１年超 14,882  

合計 28,012  
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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 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 
 
２ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 225,758 370,015 144,256 

合計 225,758 370,015 144,256 

(注)減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認め

られた額について減損処理を行っております。 
 
３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

 中間貸借対照表計上額(千円) 

(1）子会社株式  

子会社株式 20,011 

(2）その他有価証券  

非上場株式 1,100 

投資事業有限責任組合及びそれに類する
組合への出資 

48,245 

 
当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 
 
２ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 251,156 378,293 127,137 

合計 251,156 378,293 127,137 

(注)減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認め

られた額について減損処理を行っております。 
 
３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

 中間貸借対照表計上額(千円) 

(1）子会社株式  

子会社株式 20,011 

(2）その他有価証券  

非上場株式 1,100 

投資事業有限責任組合及びそれに類する 
組合への出資 

33,372 



- 21 - 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 
 
２ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 247,407 406,346 158,939 

合計 247,407 406,346 158,939 

(注)減損処理にあたっては、当事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認めら

れた額について減損処理を行っております。 
 
３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

 貸借対照表計上額(千円) 

(1）子会社株式  

子会社株式 20,011 

(2）その他有価証券  

非上場株式 1,100 

投資事業有限責任組合及びそれに類する 
組合への出資 

34,894 

 
（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)及び前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

 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) 

当社は、ストック・オプションを全く利用していないので、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)及び前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社は、関連会社を有していないため、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 1,510円81銭 

 

１株当たり純資産額 1,568円45銭 

 

１株当たり純資産額 1,537円41銭

 
１株当たり中間純利益 75円83銭 

 

１株当たり中間純利益 67円06銭 

 

１株当たり当期純利益 133円98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。 

(注)算定上の基礎 

 １．１株当たり純資産額 

 
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) 

中間貸借対照表の純資産の部の合計額 
(千円) 

－ 9,881,143 － 

普通株式に係る純資産額(千円) － 9,881,143 － 

差額の主な内訳 － － － 

普通株式の発行済株式数(株) － 6,300,000 － 

普通株式の自己株式数(株) － 40 － 

１株当たり純資産の算定に用いられた普
通株式の数(株) 

－ 6,299,960 － 

 
 ２．１株当たり中間(当期)純利益 

 
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) 477,706  422,464 886,174 

普通株主に帰属しない金額(千円) －  － 42,100 

（うち利益処分による役員賞与金） 
 

(－) 
(－) (42,100) 

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 477,706  422,464 844,074 

期中平均株式数(株) 6,299,960  6,299,960 6,299,960 

 
（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 
（１）生産実績                                  

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 

           期別 

 

区分 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

液体・粘体自動充填用ﾌｨﾙﾑ 5,218,035 82.6 5,474,617 80.5 10,172,838 81.6 

ラミネート汎用品 972,278 15.4 1,190,096 17.5 2,035,559 16.3 

その他 127,874 2.0 136,138 2.0 257,293 2.1 

計 6,318,188 100.0 6,800,852 100.0 12,465,691 100.0 

（注）１．金額は販売価格によっており消費税等は含まれておりません。 

   ２．その他には版代等が含まれております。 
 

（２）受注状況                                  

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 

           期別 

 

区分 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) 

液体･粘体自動充填用ﾌｨﾙﾑ 5,379,322 1,169,264 5,335,318 1,011,430 10,364,829 1,264,989 

ラミネート汎用品 1,000,954 218,686  1,103,532 163,133 2,030,029 187,107 

その他 386,557 21,291 387,472 20,648 771,380 28,627 

製 
 
 

品 

計 6,766,834 1,409,241 6,826,323 1,195,212 13,166,239 1,480,724 

包装機械  462,733 188,237 301,663 46,383 692,404 86,361 

その他  322,257 106,610 163,194 29,155 519,419 30,841 

商 
 
 

品 

計 784,990 294,848 464,857 75,539 1,211,824 117,202 

合 計 7,551,824 1,704,089 7,291,181 1,270,751 14,378,063 1,597,927 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．製品のその他には、版代等が含まれております。 

   ３．商品のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。 



- 24 - 

（３）販売実績                                 

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 

            期別 

 

区分 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

液体･粘体自動充填用ﾌｨﾙﾑ 5,291,966 71.5 5,588,877 73.3 10,181,747 71.0 

ラミネート汎用品 979,177 13.2 1,127,506 14.8 2,039,830 14.2 

その他 386,844 5.2 395,451 5.2 764,331 5.4 

製 
 
 

品 

計 6,657,988 89.9 7,111,835 93.3 12,985,909 90.6 

包装機械 474,564 6.4 341,642 4.5 806,112 5.6 

その他 274,559 3.7 164,879 2.2 547,490 3.8 

商 
 

品 

計 749,123 10.1 506,521 6.7 1,353,603  9.4 

合 計 7,407,112 100.0 7,618,357 100.0 14,339,512 100.0 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．製品のその他には、版代等が含まれております。 

３．商品のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。 

４．輸出については、総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。 

５．主要顧客については、総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しており

ます。 

 


