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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 3,485 ( 21.6) 494 ( 38.1) 506 ( 37.9)

17年９月中間期 2,867 ( △5.5) 358 (△11.8) 367 ( △9.9)

18年３月期 6,765 855 868

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 300 ( 41.5) 62 56

17年９月中間期 212 (△12.6) 44 20

18年３月期 524 107 41

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 4,799,009株 17年９月中間期 4,799,576株 18年３月期 4,799,387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
9,858 8,768 88.9 1,827 08

17年９月中間期
9,400 8,330 88.6 1,735 73

18年３月期
9,898 8,644 87.3 1,799 42

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 4,798,946株 17年９月中間期 4,799,387株 18年３月期 4,799,387株

②期末自己株式数 18年９月中間期 1,054株 17年９月中間期 613株 18年３月期 613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 6,300  710  412  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　85円　85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 － － － 35.00 － 35.00

19年３月期（実績） － 10.00 － － －
25.00

19年３月期（予想） － － － 15.00 －

 

 

－ 1 －



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 880,234 319,035  814,679

２．受取手形 ※３ 585,704 670,250  640,761

３．売掛金 1,852,095 2,632,340  2,116,497

４．たな卸資産 1,513,987 1,184,979  1,539,469

５．短期貸付金 2,660,200 3,250,200  3,110,200

６．その他 ※２ 420,644 365,052  190,496

貸倒引当金 △56,495 △10,914  △9,183

流動資産合計 7,856,370 83.6 8,410,943 85.3 554,572 8,402,920 84.9

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物 561,850 532,722  546,098

(2）機械及び装置 258,071 243,455  264,523

(3）土地 63,280 63,280  63,280

(4）建設仮勘定 4,625 2,779  1,456

(5）その他 289,348 264,627  257,479

計 1,177,177 1,106,864 △70,313 1,132,839

２．無形固定資産 18,423 14,091  16,767

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 183,482 188,027  74,671

(2）保証金 57,428 14,357  64,841

(3）その他 117,865 138,287  222,997

貸倒引当金 △10,293 △14,502  △16,607

計 348,482 326,169  345,902

固定資産合計 1,544,084 16.4 1,447,125 14.7 △96,959 1,495,508 15.1

資産合計 9,400,455 100.0 9,858,068 100.0 457,613 9,898,429 100.0
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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．買掛金 279,089 226,250  354,845

２．未払金 61,720 94,843  92,869

３．未払法人税等 153,182 202,897  197,217

４．賞与引当金 247,800 243,016  251,943

５．その他 ※２ 108,895 167,735  150,506

流動負債合計 850,687 9.1 934,742 9.5 84,054 1,047,382 10.6

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 120,200 85,159  97,627

２．役員退職慰労引当
金

77,355 42,705  84,105

３．その他 21,771 27,390  24,482

固定負債合計 219,326 2.3 155,255 1.6 △64,071 206,215 2.1

負債合計 1,070,014 11.4 1,089,997 11.1 19,983 1,253,597 12.7
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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 1,478,000 15.8 － － － 1,478,000 14.9

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 1,131,520    

資本剰余金合計 1,131,520 12.0 － － － 1,131,520 11.4

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 80,380   80,380

２．任意積立金 4,300,000   4,300,000

３．中間（当期）未処
分利益

1,336,708   1,648,759

利益剰余金合計 5,717,088 60.8 － － － 6,029,139 60.9

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

4,665 0.0 － － － 7,006 0.1

Ⅴ　自己株式 △833 △0.0 － － － △833 △0.0

資本合計 8,330,441 88.6 － － － 8,644,832 87.3

負債・資本合計 9,400,455 100.0 － － － 9,898,429 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

　１　資本金 － － 1,478,000 14.9 － － －

  ２　資本剰余金       

    (1)資本準備金 －   1,131,520    －  

    資本剰余金合計 － － 1,131,520 11.5 － － －

  ３  利益剰余金         

    (1)利益準備金 －   80,380    －   

    (2)その他利益剰
　　　 余金

       

   　　別途積立金 －   4,600,000    －   

   　　繰越利益剰余
　　　 金

－   1,472,315    －   

   　利益剰余金合計 － －  6,152,695 62.4 － － －

  ４  自己株式 － － △1,437 △0.0 － － －

  　　株主資本合計 － － 8,760,778 88.8 － － －

Ⅱ　評価・換算差
　　 額等

 

　１　その他有価証
　券評価差額金

－ －  7,292 0.1 － － －

    評価・換算差
額等合計

－ － 7,292 0.1 － － －

    純資産合計 － － 8,768,071 88.9 － － －

    負債純資産合計 － － 9,858,068 100.0 － － －
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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）

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 2,867,050 100.0 3,485,511 100.0 618,461 6,765,420 100.0

Ⅱ　売上原価 1,941,686 67.7 2,411,664 69.2 469,978 4,760,077 70.4

売上総利益 925,364 32.3 1,073,847 30.8 148,482 2,005,343 29.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

566,911 19.8 578,991 16.6 12,079 1,150,034 17.0

営業利益 358,453 12.5 494,856 14.2 136,402 855,308 12.6

Ⅳ　営業外収益 ※１ 16,122 0.6 15,354 0.4 △768 32,927 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 7,405 0.3 3,811 0.1 △3,594 19,524 0.3

経常利益 367,169 12.8 506,398 14.5 139,228 868,711 12.8

Ⅵ　特別利益 ※３ 19,347 0.7 10,125 0.3 △9,222 60,345 0.9

Ⅶ　特別損失 ※４ 1,944 0.1 4,027 0.1 2,083 15,805 0.2

税引前中間
（当期）純利
益

384,573 13.4 512,496 14.7 127,923 913,251 13.5

法人税、住民
税及び事業税

141,263 192,931  353,593

法人税等調整
額

31,174 172,438 6.0 19,330 212,262 6.1 39,823 35,472 389,065 5.8

中間（当期）
純利益

212,135 7.4 300,234 8.6 88,099 524,186 7.7

前期繰越利益 1,124,573 － － 1,124,573

中間（当期）
未処分利益

1,336,708 － － 1,648,759
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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

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

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,478,000 1,131,520 1,131,520 80,380 4,300,000 1,648,759 6,029,139 △833 8,637,826

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（千円）

(注）
    300,000 △300,000 －  －

剰余金の配当（千円）(注）      △167,978 △167,978  △167,978

役員賞与（千円）(注）      △8,700 △8,700  △8,700

中間純利益（千円）      300,234 300,234  300,234

自己株式の取得（千円）        △604 △604

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － 300,000 △176,444 123,555 △604 122,951

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,478,000 1,131,520 1,131,520 80,380 4,600,000 1,472,315 6,152,695 △1,437 8,760,778

 （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。

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
7,006 7,006 8,644,832

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（千円）

(注）
  －

剰余金の配当（千円）(注）   △167,978

役員賞与（千円）(注）   △8,700

中間純利益（千円）   300,234

自己株式の取得（千円）   △604

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

286 286 286

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
286 286 123,238

平成18年９月30日　残高

（千円）
7,292 7,292 8,768,071
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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

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(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

 

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）

 

時価のないもの

       移動平均法による原価法

(1）有価証券

満期保有目的の債券

    償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

   移動平均法による原価法

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

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

       移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

製品・原材料・仕掛品及び貯蔵

品

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

製品・原材料・仕掛品及び貯蔵

品

同左

(2）たな卸資産

製品・原材料・仕掛品及び貯蔵

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（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。

(1）有形固定資産

同左

(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　　　　　　７～50年

機械及び装置　　４～17年

建物　　　　　　７～50年

機械及び装置　　４～17年

工具器具備品　　２～15年

(2）無形固定資産

定額法。なお、ソフトウェア

（自社利用）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）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失

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
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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）賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、

賞与支給見込額の当中間会計期

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

従業員の賞与の支払に備えて、

賞与支給見込額の当事業年度の

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。

(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

債務及び年金資産の見込額に基

づき、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出に備え

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出に備え

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．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

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

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。

 

           ─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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8,768,071千円であります。

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。

  

（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。

 

            ─────
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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

         2,715,175千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,834,756千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,778,109千円

※２．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、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

※２．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「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

※２．　　　─────　

※３．　　　─────　

　　　　　

※３．中間期末日満期手形

中間期末日満期手形の会計処理

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間末残高に

含まれております。

受取手形 39,764千円　

※３．　　　─────　

（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     4,002千円

業務委託手数料      2,036

為替差益 5,200

受取利息 4,502千円 受取利息 7,808千円

業務委託手数料  4,076

為替差益  5,819

※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

たな卸資産除却損   7,387千円

雑損失      18

たな卸資産除却損  3,371千円

雑損失 439

たな卸資産除却損 19,261千円

雑損失 263

※３．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益  19,347千円

※３．特別利益のうち主要なもの

保険差益 9,751千円

※３．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 60,345千円

※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損   1,944千円

※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 999千円

固定資産圧縮損 3,027千円

※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 15,805千円

５．減価償却実施額

有形固定資産  86,126千円

無形固定資産 5,145

５．減価償却実施額

有形固定資産 74,628千円

無形固定資産 3,240

５．減価償却実施額

有形固定資産 180,093千円

無形固定資産 10,355
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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

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） 0 0 － 1

合計 0 0 － 1

  （注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

（有価証券関係）

　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株当たり純資産額（円）

1,735.73

１株当たり純資産額（円）

1,827.08

１株当たり純資産額（円）

1,799.42

１株当たり中間純利益金額（円）

44.20

１株当たり中間純利益金額（円）

62.56

１株当たり当期純利益金額（円）

107.41

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 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）　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。

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株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 212,135 300,234 524,186

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 8,700

（うち利益処分による役員賞与） (－) (－) (8,700)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
212,135 300,234 515,486

期中平均株式数（株） 4,799,576 4,799,009 4,799,387

（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）

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）

該当事項はありません。 同左 同左
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