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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 4,131 △8.8 129 △65.5 129 △68.3

17年９月中間期 4,531 14.6 375 △20.2 408 △11.8

18年３月期 8,373 450 438

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 44 △81.2 2,250 73

17年９月中間期 236 △6.6 14,530 60

18年３月期 220 11,910 24

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 19,783株 17年９月中間期 16,300株 18年３月期 17,237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 5,146 2,703 52.5 136,572 08

17年９月中間期 4,993 1,583 31.7 97,117 69

18年３月期 5,057 2,723 53.9 137,156 28

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 19,794株 17年９月中間期 16,300株 18年３月期 19,750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 8,400 260 120

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　6,076円61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 － － － 3,000 － 3,000

19年３月期（実績） － － － － －  

19年３月期（予想） － － － 1,300 － 1,300

※　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。
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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  1,225,280   1,272,983   47,703 1,914,322   

２．受取手形 ※４ 333,219   337,319   4,100 210,947   

３．売掛金  1,733,439   1,681,617   △51,821 1,190,382   

４．たな卸資産  358,202   322,459   △35,743 348,960   

５．その他  439,735   415,293   △24,441 341,152   

貸倒引当金  △145,415   △60,941   84,474 △83,859   

流動資産合計   3,944,462 79.0  3,968,732 77.1 24,270  3,921,905 77.5

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1)工具、器具及
び備品

※１ 464,112   461,468   △2,644 425,559   

(2)土地  258,680   258,680   － 258,680   

(3)その他 ※１ 23,685   26,383   2,698 22,432   

有形固定資産合
計

 746,477   746,531   54 706,671   

２．無形固定資産  21,768   25,445   3,677 18,589   

３．投資その他の資
産

           

(1)関係会社株式  185,738   210,268   24,530 194,768   

(2)その他  107,141   197,094   89,952 217,767   

貸倒引当金  △12,550   △1,800   10,750 △1,800   

投資その他の資産
合計

 280,330   405,563   125,233 410,736   

固定資産合計   1,048,575 21.0  1,177,540 22.9 128,964  1,135,997 22.5

資産合計   4,993,038 100.0  5,146,272 100.0 153,234  5,057,903 100.0

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形  451,791   267,322   △184,469 230,569   

２．買掛金  897,358   816,428   △80,930 659,723   

３．短期借入金  1,150,000   750,000   △400,000 750,000   

４．未払金 ※３ 337,451   264,731   △72,719 291,227   

５．未払法人税等  193,696   37,872   △155,824 58,300   

６．その他  222,791   155,000   △67,790 181,554   

流動負債合計   3,253,089 65.2  2,291,355 44.5 △961,734  2,171,375 42.9

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当金  43,231   51,854   8,622 48,824   

２．役員退職慰労引
当金

 41,541   20,702   △20,839 45,433   

３．債務保証損失引
当金

 33,480   33,069   △411 25,500   

４．その他  38,676   45,984   7,307 42,934   

固定負債合計   156,930 3.1  151,609 3.0 △5,320  162,691 3.2

負債合計   3,410,019 68.3  2,442,964 47.5 △967,054  2,334,067 46.1
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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   160,140 3.2  － － △160,140  629,340 12.5

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  106,639   －    794,983   

資本剰余金合計   106,639 2.1  － － △106,639  794,983 15.7

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  12,470   －    12,470   

２．任意積立金  1,010,000   －    1,010,000   

３．中間（当期）未
処分利益

 293,345   －    276,788   

利益剰余金合計   1,315,815 26.4  － － △1,315,815  1,299,258 25.7

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

  422 0.0  － － △422  253 0.0

資本合計   1,583,018 31.7  － － △1,583,018  2,723,836 53.9

負債・資本合計   4,993,038 100.0  － － △4,993,038  5,057,903 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  630,662 12.2 630,662  － －

２．資本剰余金            

（1）資本準備金  －   796,306    －   

資本剰余金合計   － －  796,306 15.5 796,306  － －

３．利益剰余金            

（1）利益準備金  －   12,470    －   

（2）その他利益剰
余金

           

任意積立金  －   1,160,000    －   

繰越利益剰余
金

 －   97,064    －   

利益剰余金合計   － －  1,269,535 24.7 1,269,535  － －

株主資本合計   － －  2,696,503 52.4 2,696,503  － －

Ⅱ　評価・換算差額等            

１．その他有価証券
評価差額金

  － －  168 0.0 168  － －

２．繰延ヘッジ損益   － －  6,635 0.1 6,635  － －

評価・換算差額等
合計

  － －  6,804 0.1 6,804  － －

純資産合計　   － －  2,703,307 52.5 2,703,307  － －

負債純資産合計　   － －  5,146,272 100.0 5,146,272  － －
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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   4,531,875 100.0  4,131,057 100.0 △400,817  8,373,130 100.0

Ⅱ　売上原価   3,044,412 67.2  2,862,891 69.3 △181,521  5,797,390 69.2

売上総利益   1,487,463 32.8  1,268,166 30.7 △219,296  2,575,739 30.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  1,111,762 24.5  1,138,527 27.6 26,764  2,124,898 25.4

営業利益   375,700 8.3  129,639 3.1 △246,060  450,841 5.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  41,819 0.9  3,757 0.1 △38,062  48,052 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  9,421 0.2  3,870 0.1 △5,550  60,645 0.7

経常利益   408,098 9.0  129,525 3.1 △278,572  438,248 5.2

Ⅵ　特別利益
※３
 

 －   23,684 0.6 23,684  34,869 0.4

Ⅵ　特別損失 ※４  1,050 0.0  27,029 0.6 25,979  51,456 0.6

税引前中間(当
期)純利益

  407,048 9.0  126,181 3.1 △280,867  421,661 5.0

法人税、住民
税及び事業税

 192,832   45,145    176,648   

法人税等調整
額

 △22,632 170,199 3.8 36,509 81,654 2.0 88,544 24,721 201,369 2.4

中間(当期)純
利益

  236,848 5.2  44,526 1.1 △192,322  220,291 2.6

前期繰越利益   56,496   －  △56,496  56,496  

中間(当期)未
処分利益

  293,345   －  △293,345  276,788  
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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 利益剰余金

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
合計任意

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高（千円） 629,340 794,983 12,470 1,010,000 276,788 1,299,258 2,723,582

中間会計期間中の変動額

新株の発行 1,322 1,322     2,644

任意積立金の積立て（注）    150,000 △150,000 － －

剰余金の配当（注）     △59,250 △59,250 △59,250

役員賞与（注）     △15,000 △15,000 △15,000

中間純利益     44,526 44,526 44,526

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） 1,322 1,322 － 150,000 △179,723 △29,723 △27,078

平成18年９月30日残高（千円） 630,662 796,306 12,470 1,160,000 97,064 1,269,535 2,696,503

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） 253 － 253 2,723,836

中間会計期間中の変動額

新株の発行    2,644

任意積立金の積立て（注）    －

剰余金の配当（注）    △59,250

役員賞与（注）    △15,000

中間純利益    44,526

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
△85 6,635 6,550 6,550

中間会計期間中の変動額合計（千円） △85 6,635 6,550 △20,528

平成18年９月30日残高（千円） 168 6,635 6,804 2,703,307

 （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

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(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

移動平均法による原価法

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

時価法

(2)デリバティブ

同左

(2)デリバティブ

同左

 

 

(3)たな卸資産

移動平均法による原価法

(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

 

(1)有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1

日以降に取得した建物（附属設備

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

おりであります。

建物　　　　　　　3～50年

工具、器具及び備品

2～15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

定額法を採用しております。

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 (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．引当金の計上基準

 

(1)貸倒引当金

債権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)製品補償引当金

売上製品の補償費用の支出に備

えるため、各売上製品に対して個

別に補償費用の発生可能性を勘案

し、補償見込額を計上しておりま

す。

(2)製品補償引当金

同左

(2)製品補償引当金

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)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における簡便法による退職

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。

(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、

当期末における簡便法による退職

給付債務の見込額に基づき、当期

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。

 

 

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備

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。

(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払いに備

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。

 

 

(5)債務保証損失引当金

関係会社に対する債務保証に係

る損失に備えるため、被保証先の

財政状態を個別に勘案し、損失負

担見込額を計上しております。

(5)債務保証損失引当金

同左

(5)債務保証損失引当金

同左

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

繰延ヘッジ処理を適用しており

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)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……先物為替予約、

通貨オプション

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……同左

 ヘッジ対象……外貨建金銭債務

及び予定取引

ヘッジ対象……同左 ヘッジ対象……同左

 

 

(3)ヘッジ方針

為替相場の変動によるリスクを

回避するため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。

(3)ヘッジ方針

同左

(3)ヘッジ方針

同左

 

 

(4)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象につ

いて、ヘッジ効果を検証しており

ます。ただし、ヘッジ手段とヘッ

ジ対象に関する元本・期間等の重

要な条件が同一の場合はヘッジ効

果が極めて高いことから、ヘッジ

の有効性の判断は省略しておりま

す。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

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

(1)消費税等の会計処理

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。

(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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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係

る会計基準）

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

準適用指針第８号　平成17年12月９日）

を適用しております。

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は2,696,672千円でありま

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。

 ─────

－ 37 －



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

1,207,627千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,485,045千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,322,885千円

　２　保証債務

次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し保証を行っております。

　２　保証債務

次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し保証を行っております。

　２　保証債務

次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し保証を行っております。

TOMY YUJIN CORPORATION 33,957千円

(300千US$)

TOMY YUJIN CORPORATION 58,655千円

(500千US$)

TOMY YUJIN CORPORATION 46,988千円

(400千US$)

※３　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、流動負債の未払金に含めて表示

しております。

※３　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、流動負債の未払金に含めて表示

しております。

※３　　　　───────

※４　　　　　　─────

 

※４　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、手形交換日をもって決済処理をしてお

ります。なお、当中間会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、次の中間期末

日満期手形が中間期末残高に含まれており

ます。

受取手形　　　　　　　　81,753千円

 

※４　　　　　　─────

 

（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　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息及び配当金 29,882千円

賃貸料収入 1,491

為替差益 9,631

受取利息及び配当金 443千円

賃貸料収入 1,523

為替差益 196

受取利息及び配当金 30,074千円

賃貸料収入 2,926

為替差益 13,364

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 4,497千円

上場関連費用 4,394

支払利息 3,563千円

  

支払利息 9,204千円

上場関連費用 39,176

新株発行費 11,479

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

債務保証損失引当金繰入額 1,050千円 貸倒引当金戻入益 22,918千円

固定資産売却益 766

貸倒引当金戻入益 14,745千円

製品保障引当金戻入益 13,194

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

債務保証損失引当金繰入額 1,050千円 債務保証損失引当金繰入額 7,569千円

役員弔慰金 19,460

関係会社株式評価損 44,475千円

固定資産売却損 6,325

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 133,586千円

無形固定資産 3,069

有形固定資産 165,638千円

無形固定資産 3,225

有形固定資産 360,259千円

無形固定資産 6,263
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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

重要なリース取引がないため、記載を省

略しております。

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

同左

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

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いて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株当たり純資産額 97,117.69円

１株当たり中間純利益

金額
14,530.60円

１株当たり純資産額 136,572.08円

１株当たり中間純利益

金額
2,250.73円

１株当たり純資産額 137,156.28円

１株当たり当期純利益

金額
11,910.24円

　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、新株予約権

の残高がありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できな

いため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当

たり純資産額
2,187.31円

潜在株式調整後１株当

たり純資産額
11,395.28円

　（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（千円） 236,848 44,526 220,291

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 15,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (15,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
236,848 44,526 205,291

期中平均株式数（株） 16,300 19,783 17,237

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

定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権２種類（新

株予約権の数911個）。

───── ─────
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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）

　該当事項はありません。
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