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コ ー ド 番 号         7925                                              本社所在都道府県 東 京 都 
（ＵＲＬ  http://www.maezawa-k.co.jp/ ） 
代  表  者 役職名 代 表 取 締 役 社 長 氏名 石 橋 泉 三 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役総務部長 氏名 金 子 利 勝  ＴＥＬ (03)3275－0711 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 10 日     配当支払開始日 平成 18 年 12 月 11 日 
単元株制度採用の有無   有（１単元 100 株） 
 
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                                                                     (百万円未満切捨) 
 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 
17年９月中間期 

10,569 
10,694 

 △ 1.2 
 △ 2.6 

890 
1,469 

△ 39.4 
 △ 16.9 

1,003 
1,586 

△ 36.7 
 △ 12.8 

18 年３月期 21,854 ― 2,593 ― 2,915 ― 
 

 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    

18年９月中間期 
17年９月中間期 

587 
700 

△ 16.1 
△ 32.6 

37 35 
44 53 

― 
― 

18 年３月期 1,427 ― 88 21 ― 
(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 15,729,045株 17 年９月中間期 15,729,722 株 18 年３月期 15,729,564 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  

18年９月中間期 
17年９月中間期 

44,049 
45,140 

36,916 
36,390 

      83.8 
      80.6 

2,347 05 
2,313 53 

18 年３月期 43,582 36,962       84.8 2,347 43 
 
(注) ①期末発行済株式数 18 年９月中間期 15,729,008 株 17 年９月中間期 15,729,583 株 18 年３月期 15,729,068 株 

②期末自己株式数 18 年９月中間期    2,992 株 17 年９月中間期     2,417 株 18 年３月期    2,932 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 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

 

1,643 
1,218 

 

△  458 
△2,237 

 

△259 
△314 

 

4,770 
5,990 

 
18 年３月期 2,534 △5,440 △575 3,844 
 
２．19 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 22,100 2,760 1,500 
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 95 円 36 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 
18 年３月期 16.50 16.50     33.00 
19 年３月期(実績) 16.50  ― 
19 年３月期(予想) ― 16.50 

33.00 

 
※ 上記の予想は本資料の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、実際の業績

は、今後さまざまな要因によって予想数値と大きく異なる結果となる可能性があります。 
上記業績予想に関する事項は、添付資料３ページの(3)通期の見通しをご参照ください。 
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添 付 資 料 
 
 企業集団の状況  
 

  当社の企業集団を構成する関係会社はありません。また、当社との間で継続的で密接な事業
上の関係がある関連当事者もないため、関係会社及び関連当事者に関して記載すべき事項はあ
りません。 

 
 経 営 方 針 
 
 １. 会社の経営の基本方針 

  当社は、「人々をゆたかにする心と技術をはぐくみ、社会のために幸せを創造する」を経営
理念とし、新しい機能を付加した製法や工法の開発提案、市場で求められる製品を的確・迅速
に製品化して、人々の暮らしを豊かにし満足度を高めて、併せて安定した経営基盤の確立と高
収益の実現で、全てのステークホルダーに利益の還元をはかりながら、社会に貢献することを
目的としてまいります。 

 
 ２. 会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、「株主の皆様に、中・長期の視点にたって株式を保有していただき、これに対して、
安定した経営基盤の確保により、高収益、高配当で株主の負託に応える」を基本方針としてお
り、業績に応じた利益還元を積極的に行うことを経営の重要課題の一つとして位置づけており
ます。 
 また、将来の安全性と健全性を高め、今後の事業展開に備えるため、内部留保の充実にも意
を用いております。従前より、成長・発展に必要な新製品開発、設備投資の資金をこの内部留
保によってまかない、財務の健全性を維持してまいりました。 
 これらを総合的に勘案いたしますと、当社の積極的な投資が永続的な発展をもたらし、株主
の皆様に対して利益還元が出来るものと考えております。  
 

 ３. 投資単位の引下げに関する考え方及び方針 
  当社は、投資家の皆様に、中・長期的に安定した株式保有を促進するとともに、投資家層の
拡大を図ることを資本政策上の重要課題として認識しております。当社は、既に平成 8 年に投
資単位を 1,000 株から 100 株に下げておりますが、今後の施策につきましては、業績を勘案し
ながらその費用ならびに効果を慎重に検討し株主利益の最大化を基本に決定していきたいと
考えております。 

 
 ４. 目標とする経営指標 

 当社は、当社の標榜する永続的な高収益体質企業の目安として、売上高経常利益率１３％以
上を重要経営目標としております。併せて資本の堅実的な運用を重視し、自己資本当期純利益
率(ROE)、総資産経常利益率(ROA)の中・長期的な向上を目指してまいります。 

 
 ５. 中期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

 当社を取りまく環境は、不安定な原油価格による塩化ビニル樹脂をはじめとする原材料仕入
価格の上昇と、引き続く公共投資の削減など、今後とも予断を許さない状況が続くものと予想
されます。 
 このような状況の中で当社は、上水道・下水道分野を事業の柱として、人々の暮らしをより
大きな視野で捉え、「雨水マス」を中心とした第三の水分野を確立しながら、第四の事業を見
据えた提案開発活動を行ってまいります。 
 宅地内の排水システム「ビニヘッダー」と「基礎貫通スリーブ」は、市場占有率ナンバーワ
ンを目指し、さらに一段と積極的な営業を展開してまいります。また、公共下水道分野におき
ましても、コンクリート製マンホール底部の磨耗・侵食を防ぎ、維持管理費用削減に効果的と
ご好評を得ている「ビニ内副管」のラインナップの充実と新たなスリムタイプの投入を図り営
業競争力を高めております。その他にも、ビル・マンションや工場・公共施設など大型物件の
汚水ならびに雨水対応といたしまして、「大口径インバートマス 200-300 シリーズ」「大口径
雨水マス」「大口径雨水浸透マス」など、「お客様の欲しい」次なる製品の開発を進めておりま
す。 
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 生産体制につきましては、熊谷第二工場の最新鋭設備をフル活用して、生産性の向上とコス
ト競争力の強化を図るとともに、お客様のご要望である「多品種・少量生産・短納期」に対応
するため、適正在庫の追求と管理を徹底してまいります。併せて品質ならびに環境マネジメン
トシステムを継続的に改善することにより、お客様満足度の追求と地球の環境保全に貢献して
まいります。 
 海外事業につきましては、中国の事業展開に向けて、住宅向け排水設備事業の他、リフォ
ーム関連事業、水周り空間における配管システム全体の工業化製品の供給および関連事業の
早期立ち上げを目指し、業務連携を強化してまいります。 

 
 ６．親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 
 
 ７．その他、会社の経営上の重要な事項 

  平成17年９月戸田工場移転により、建物の解体作業を５月中旬までに行い、また、土壌浄化
を10月末までに行いました。なお、更地の利用につきましては現在検討中であります。  

 

 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 
  １. 経 営 成 績    
 （１）当中間期の概況 

  当中間期における我が国経済は、企業業績の回復による設備投資と雇用環境の改善による個
人消費の増加に支えられ、景気は緩やかに拡大基調を持続した状態で推移しました。  
 当社の関連する上水道・下水道業界におきましては、全住宅着工戸数は前年を上回っており
ますが、戸建は減少傾向にあり、さらにナフサ高騰による度重なる原材料（塩化ビニル樹脂）
の値上げ、引き続く公共投資の削減と、依然として厳しい状況で推移しました。 
 このような状況のもとで当社は、お客様のご要望である「多品種・少量生産・短納期」に対
応すべく生産体制と設備合理化の構築を進め、緻密な在庫管理や業務効率化による諸経費削減
に全力を傾注してまいりました。 
  しかしながら、度重なる原材料の値上げは社内での吸収に限界があり、お客様へ製品の安定
的な供給を図るため、引き続き販売価格改訂をお願いしてまいりました。 
  当中間期の業績は概ね予定どおりに推移いたしましたが、昨年９月に完成した熊谷第二工場
の減価償却費が前年同期と比べて増加したことと、前年同期に発生しておりました旧戸田工場
の解体費用及び建物・設備の固定資産除売却損が当中間期では解消されたことが、各々の利益
に影響いたしました。 
  この結果、当中間期の業績は、 

売 上 高 １０５億６９百万円（前年同期比  １．２％減） 
営 業 利 益   ８億９０百万円（前年同期比 ３９．４％減） 
経 常 利 益  １０億０３百万円（前年同期比 ３６．７％減） 
中間純利益   ５億８７百万円（前年同期比 １６．１％減） 

 となりました。 
 
（２）財政状態 

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は 47 億 70 百万円とな
り、前期末に比べ９億 25 百万円(24.1%)増加となりました。 
当中間会計期間における各キャッシュ・フロー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) 
営業活動の結果得た資金は、16 億 43 百万円(前年同期比４億 25 百万円増)となりました。 
主な要因は、税引前中間純利益、減価償却費の計上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、４億 58 百万円(前年同期比 17 億 79 百万円減)となりました。 
主な要因は、金型設備などの有形固定資産取得の支出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) 
財務活動の結果支出した資金は、２億 59 百万円(前年同期比 55 百万円減)となりました。 
主な要因は、配当金の支払いによるものであります。 
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 当期のキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りであります。 
 平成14年9月 

中 間 期 
平成15年9月 
中 間 期 

平成16年9月 
中 間 期 

平成17年9月 
中 間 期 

平成18年9月 
中 間 期 

自己資本比率  82.7％  83.9％  83.8％  80.6％ 83.8％ 

時価ベースの自己資
本比率 

59.2％ 51.7％ 73.0％ 67.6％ 63.7％ 

インタレスト・カバレ
ッジ・レシオ 

257.2 510.9 581.0 405.0 413.5 

自己資本比率：純資産／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
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 

※1. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式総数により算出しております。 
2．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。また、利払いにつきましては、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。 
 

（３）通期の見通し 
  通期の見通しにつきましては、景気は緩やかに拡大基調を続けるとみられるものの、依然と
して不安定な原油価格による原材料高の長期化や金利上昇への懸念など、予断を許さない状況
が続くものと予想いたしております。 
 こうした状況の中にあって、「あらたなる挑戦 夢さがし 夢づくり」をスローガンに、旺
盛なる挑戦意欲を持って、お客様満足度第一の実現を原点にした、付加価値の高い独自製品の
開発を推し進め、新たなる事業を視野に入れながら、海外事業展開も積極的に展開し、高収益
を確保できる経営基盤作りを目指してまいります。 
  通期の業績は、 

売 上 高   ２２１億円００百万円（前期比 １．１％増） 
営 業 利 益   ２５億円７０百万円（前期比 ０．９％減） 
経 常 利 益   ２７億円６０百万円（前期比 ５．３％減） 
当期純利益    １５億円００百万円（前期比 ５．１％増） 

を見込んでおります。 
 

（４）事業等のリスク情報 
１．経営成績の変動要因について  

1)新設住宅の着工動向、公共投資の実施動向について 
 当社が取扱っている製品は、主として、住居の水回り、或いは治水工事並びに上下水道の整
備に関連した公共事業等で用いられていることから、新設住宅の着工動向、公共事業の実施動
向などによって、当社の経営成績に影響を受ける可能性があります。 

2)原材料市況の動向について 
  当社では、原材料市況の変動に応じて、販売価格への転嫁を進めておりますものの、販売先
との価格交渉の結果、販売価格への転嫁が十分に図れない場合、当社の経営成績に影響がでる
可能性があります。 

3)競合について 
  汎用製品については、品質面での差別化が難しく、良い価格条件を提示した相手先から調達
される傾向があります。特に規格品を製造する同業会社との間で、販売価格競争が激化した場
合には、当社の経営成績に影響がでる可能性があります。 

4)工場の稼働について 
当社では更なる生産能力の増強、生産の効率化などを目指して稼働しておりますが、製品需

要の低迷など、工場の十分な稼働率を確保できない状況となった場合、減価償却費負担等によ
って、当社の経営成績に影響を受ける可能性があります。 

 
２．法的規制について 

  当社で取扱っている上下水道関連製品のうち、硬質塩化ビニル管、給排水用の継手、給水器
具類は「水道法」・「下水道法」、浄化槽は「浄化槽法」、水処理装置等の工事については「建設
業法」の規制を受けており、また、「住宅性能表示制度」では、住居の水回り関連の製品が性
能評価の対象となっております。 
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  これらの関連する各法令が強化されることによって、高品質・高規格の製品を供給するため
の新たな技術力や生産設備が必要となります。一方、規制が緩和されるような場合においては、
後発他社の新規参入も容易となるため、品質や機能はもとより、価格面においても競争が高ま
ります。 
  これら法的規制の動向によっては、当社の経営成績、財政状態に影響を受ける可能性があり
ます。 
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１ 中間財務諸表等 

(1) 中間財務諸表 

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  7,017,281   5,796,282   4,850,825   

２ 受取手形 ※２ 5,229,495   5,160,631   5,586,698   

３ 売掛金  3,459,414   3,542,637   3,240,785   

４ 有価証券  1,250,307   1,250,855   1,250,402   

５ たな卸資産  2,467,098   2,780,101   2,389,393   

６ その他  879,758   842,330   870,238   

 貸倒引当金  △93,700   △94,600   △91,100   

流動資産合計   20,209,656 44.8  19,278,240 43.8  18,097,244 41.5 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1) 建物  5,207,901   4,926,356   5,069,142   

(2) 機械及び装置  3,855,128   3,346,536   3,618,595   

(3) 工具器具 
及び備品 

 1,471,583   1,730,563   1,451,510   

(4) 土地  3,791,232   3,794,817   3,798,202   

(5) 建設仮勘定  341,623   19,950   ―   

(6) その他  460,911   395,947   412,588   

有形固定資産合計  15,128,380   14,214,171   14,350,040   

２ 無形固定資産  426,035   721,117   690,327   

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  8,702,249   9,191,488   9,750,811   

(2) その他  888,136   686,912   736,267   

 貸倒引当金  △213,981   △42,753   △42,331   

投資その他の資産
合計  9,376,404   9,835,648   10,444,747   

固定資産合計   24,930,819 55.2  24,770,936 56.2  25,485,114 58.5 

資産合計   45,140,476 100.0  44,049,176 100.0  43,582,358 100.0 
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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 支払手形  2,619,487   2,511,629   2,579,528   

２ 買掛金  1,090,634   1,245,786   870,241   

３ 未払法人税等  532,211   457,835   470,601   

４ 賞与引当金  379,000   388,000   362,000   

５ 役員賞与引当金  ―   20,000   ―   

６ その他  2,959,729   1,516,208   1,113,191   

流動負債合計   7,581,062 16.8  6,139,460 13.9  5,395,562 12.4 

Ⅱ 固定負債           

１ 繰延税金負債  957,470   858,983   1,046,399   

２ 退職給付引当金  41,868   ―   6,412   

３ 役員退職慰労金 
引当金  135,100   96,400   135,100   

４ その他  34,068   37,514   35,950   

固定負債合計   1,168,507 2.6  992,897 2.3  1,223,861 2.8 

負債合計   8,749,570 19.4  7,132,357 16.2  6,619,424 15.2 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   3,387,300 7.5  ― ―  3,387,300 7.8 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  6,363,390   ―   6,363,390   

資本剰余金合計   6,363,390 14.1  ― ―  6,363,390 14.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  846,825   ―   846,825   

２ 任意積立金  21,542,432   ―   21,542,432   

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

 2,416,796   ―   2,884,382   

利益剰余金合計   24,806,054 54.9  ― ―  25,273,639 58.0 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   1,837,866 4.1  ― ―  1,943,428 4.4 

Ⅴ 自己株式   △3,704 △0.0  ― ―  △4,824 △0.0 

資本合計   36,390,905 80.6  ― ―  36,962,934 84.8 

負債・資本合計   45,140,476 100.0  ― ―  43,582,358 100.0 
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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 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ― ―  3,387,300 7.7  ― ― 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   6,363,390   ―   

資本剰余金合計   ― ―  6,363,390 14.4  ― ― 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  ―   846,825   ―   

(2) その他利益 
剰余金           

特別償却準備金  ―   43,459   ―   

別途積立金  ―   22,510,000   ―   

繰越利益剰余金  ―   2,161,309   ―   

利益剰余金合計  ― ― 25,561,594 58.0 ― ― 

４ 自己株式  ― ― △4,935 △0.0 ― ― 

株主資本合計  

 

― ― 

 

35,307,348 80.1 

 

― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
   評価差額金   ―   1,609,470 3.7  ―  

評価・換算差額等合計   ― ―  1,609,470 3.7  ― ― 

純資産合計   ― ―  36,916,818 83.8  ― ― 

負債純資産合計   ― ―  44,049,176 100.0  ― ― 
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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   10,694,691 100.0  10,569,715 100.0  21,854,705 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,689,339 62.5  6,941,160 65.7  14,095,526 64.5 

売上総利益   4,005,352 37.5  3,628,555 34.3  7,759,179 35.5 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費   2,535,491 23.8  2,737,559 25.9  5,165,813 23.6 

営業利益   1,469,860 13.7  890,996 8.4  2,593,365 11.9 

Ⅳ 営業外収益 ※１  128,296 1.2  119,833 1.2  339,407 1.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２  12,049 0.1  7,377 0.1  17,115 0.1 

経常利益   1,586,108 14.8  1,003,451 9.5  2,915,658 13.3 

Ⅵ 特別利益 ※３  13,626 0.2  75,756 0.7  219,220 1.0 

Ⅶ 特別損失 ※４  374,897 3.5  33,912 0.3  640,521 2.9 

税引前中間(当期) 
純利益   1,224,837 11.5  1,045,295 9.9  2,494,356 11.4 

法人税、住民税 
及び事業税 ※５ 499,000   435,000   1,091,000   

法人税等調整額 ※５ 25,435 524,435 5.0 22,811 457,811 4.3 △24,169 1,066,830 4.9 

中間(当期)純利益   700,402 6.5  587,483 5.6  1,427,526 6.5 

前期繰越利益   1,716,394      1,716,394  

中間配当額   ―      259,538  

中間(当期) 
未処分利益 

  2,416,796      2,884,382  
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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 

資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計  
資本金 

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 
  

平成18年３月31日残高(千円) 3,387,300 6,363,390 846,825 24,426,814 25,273,639 △4,824 35,019,505 

中間会計期間中の変動額        

 剰余金の配当(注)    △259,529 △259,529  △259,529 

 役員賞与(注)    △40,000 △40,000  △40,000 

 中間純利益    587,483 587,483  587,483 

 自己株式の取得      △111 △111 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― 287,954 287,954 △111 287,842 

平成18年９月30日残高(千円) 3,387,300 6,363,390 846,825 24,714,769 25,561,594 △4,935 35,307,348 

 

評価・換算差額等 
 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) 1,943,428 36,962,934 

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当(注)  △259,529 

 役員賞与(注)  △40,000 

 中間純利益  587,483 

 自己株式の取得  △111 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△333,957 △333,957 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△333,957 △46,115 

平成18年９月30日残高(千円) 1,609,470 36,916,818 

 
その他利益剰余金の内訳 

 
特別償却 
準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

合計 

平成18年３月31日残高(千円) 32,432 21,510,000 2,884,382 24,426,814 

中間会計期間中の変動額     

 特別償却準備金の取崩(注) △10,883  10,883 ― 

  特別償却準備金の積立(注) 21,910  △21,910 ― 

 別途積立金の積立(注)  1,000,000 △1,000,000 ― 

 剰余金の配当(注)   △259,529 △259,529 

 役員賞与(注)   △40,000 △40,000 

 中間純利益   587,483 587,483 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 11,027 1,000,000 △723,073 287,954 

平成18年９月30日残高(千円) 43,459 22,510,000 2,161,309 24,714,769 

（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。 

 



 
7925 前澤化成 

 －１０－ 

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)

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 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  1,224,837 1,045,295 2,494,356 

 減価償却費  648,721 865,039 1,694,314 
  貸倒引当金の増減額 

(減少は△)  △117,410 3,922 △291,660 

  賞与引当金の増減額 
(減少は△)  3,000 26,000 △14,000 

   役員賞与引当金の増加額  ― 20,000 ― 
 退職給付引当金の減少額  △34,628 △6,412 △70,085 

    前払年金費用の増加額  ― △30,079 ― 
 役員退職慰労金引当金の 
 減少額 

 △16,000 △38,700 △16,000 

 受取利息及び受取配当金  △97,978 △87,112 △263,234 
 支払利息  3,008 3,975 7,009 
 固定資産除売却損益  370,974 △41,660 632,067 
  投資有価証券売却益  ― △153 △180,892 
 ゴルフ会員権評価損  4,900 ― 10,016 
 売上債権の減少額   94,751 124,187 140,166 

   たな卸資産の増加額  △211,732 △390,707 △134,027 

   仕入債務の増減額 
    (減少は△)  172,985 232,852 △85,035 

 その他の資産負債等の 
増減額  △262,992 350,779 △222,943 

 役員賞与の支払額  △50,000 △40,000 △50,000 

小計  1,732,438 2,037,225 3,650,051 

   工場解体費の支払額  △34,115 △20,022 △144,365 
 利息及び配当金の受取額  98,090 79,670 263,344 

 利息の支払額  △3,008 △3,975 △7,009 
 法人税、住民税及び 
事業税の支払額 

 △574,965 △448,959 △1,227,382 

営業活動による 
キャッシュ・フロー  1,218,439 1,643,939 2,534,638 

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  △2,080,000 △2,027,000 △4,147,000 
 定期預金の払戻による収入  2,980,000 2,007,000 5,066,700 
 投資有価証券の取得による 
支出  △1,125,543 △1,698 △3,637,263 

  投資有価証券の償還による 
収入  ― ― 1,499,272 

  投資有価証券の売却による 
収入 

 499,500 466 821,514 

 有形固定資産の取得による 
支出  △2,282,634 △450,004 △4,615,319 

 有形固定資産の売却による 
収入  9,640 79,138 92,345 

 無形固定資産の取得による 
  支出 

 △230,024 △63,681 △510,301 

 その他投資等の取得又は 
返還による収支  △8,666 △2,821 △10,007 

投資活動による 
キャッシュ・フロー  △2,237,727 △458,600 △5,440,060 
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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)

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー     

 短期借入れによる収入  1,040,000 1,340,000 2,380,000 

 短期借入金の返済による 
支出 

 △1,040,000 △1,340,000 △2,380,000 

 自己株式の取得による支出  △382 △111 △1,501 

 配当金の支払額  △314,598 △259,316 △574,007 

財務活動による 
キャッシュ・フロー  △314,981 △259,428 △575,508 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △1,334,269 925,910 △3,480,931 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高  7,325,159 3,844,228 7,325,159 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高  5,990,889 4,770,138 3,844,228 
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中間財務諸表(財務諸表)作成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) 有価証券 
①満期保有目的の債券 
 償却原価法 

      (定額法) 
 

(1) 有価証券 
①満期保有目的の債券 

同左 

(1) 有価証券 
①満期保有目的の債券 
   同左 

②その他有価証券 
時価のあるもの 
中間期末日の市場価
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、時価と比較する
取得原価は移動平均
法により算定) 

②その他有価証券 
 時価のあるもの 

  同左 

②その他有価証券 
時価のあるもの 
決算期末日の市場価
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、時価と比較する
取得原価は移動平均
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 
① 商品、製品、原材

料、仕掛品 
総平均法による原価
法、ただし、仕掛品の
一部(水処理装置)につ
いては個別法による原
価法 

(2) たな卸資産 
① 商品、製品、原材

料、仕掛品 
同左 

(2) たな卸資産 
① 商品、製品、原材

料、仕掛品 
同左 

１ 資産の評価基準
及び評価方法 

 

② 貯蔵品 
最終仕入原価法による
原価法 

② 貯蔵品 
同左 

② 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。 
建物   ７～50年 
機械及び装置 ８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 
ソフトウェアについて
は、社内利用可能期間
(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) 長期前払費用 
定額法によっておりま
す。 

(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 
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 
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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 
従業員に対して支給す
る賞与の支出に充てる
ため、支給見込額を計
上しております。 

(2) 賞与引当金 
同左 

(2) 賞与引当金 
同左 

 ――――― (3) 役員賞与引当金 
  役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた
め、当事業年度におけ
る支給見込額に基づ
き、当中間会計期間に
見合う分を計上してお
ります。 

（会計処理の変更） 
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 企業会計基
準第４号）を適用して
おります。 
 この結果、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、
20,000千円減少して
おります。 

――――― 

 (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。 

(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
額を計上することとし
ております。 

(4) 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
ける退職給付債務及び
年金資産の見込額に基
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。 

 数理計算上の差異は、
各期の発生時における
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
ぞれ発生の翌期から費
用処理しております。 

 なお、当中間会計期
間末においては、年金
資産見込額が退職給
付債務見込額を超過
しているため、超過額
（30,079千円）を前払
年金費用として、投資
その他の資産｢その
他｣に計上しておりま
す。 

数理計算上の差異は、
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(10年)に
よる定額法により翌期
から費用処理しており
ます。 

  数理計算上の差異は、
各期の発生時におけ
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
の翌期から費用処理
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) 

 (5) 役員退職慰労金引当金 
役員に対する退職慰
労金の支給に備えるた
め、内規に基づく必要
額を計上しておりま
す。 

(5) 役員退職慰労金引当金 
同左 

(5) 役員退職慰労金引当金 
同左 

   なお、平成16年６月
24日付で内規を廃止
したため、同日後の引
当金繰入について行
わないことにし、ま
た、引当金残高につい
ては役員の退任時ま
で凍結しております。 

  

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 

中間キャッシュ・フロー計
算書の資金(現金及び現金
同等物)は、手許現金、随時
引き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 
 

キャッシュ・フロー計算書
の資金(現金及び現金同等
物)は、手許現金、随時引き
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。 

６ その他中間財務諸
表(財務諸表)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。 
なお、仮払消費税等及
び仮受消費税等は相殺
して流動資産「その他」
に含めて表示しており
ます。 

(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。 
なお、仮払消費税等及
び仮受消費税等は相殺
して流動負債「その他」
に含めて表示しており
ます。 

(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
式を採用しておりま
す。 
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会計処理の変更 
 

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) 
 当中間会計期間から「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」
（企業会計基準委員会 平成15年10
月31日 企業会計基準適用指針第６
号）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) 
 当事業年度から「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
業会計基準委員会 平成15年10月31
日 企業会計基準適用指針第６号）
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、36,916,818千円であり
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定
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。 

――――― 

 

 



 
7925 前澤化成 

 －１６－ 

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 

21,534,957千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

23,161,907千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

22,345,869千円 

※２    ――――― ※２ 中間期末日満期手形の会計処

理については、当中間会計期間
末が金融機関の休日でありまし
たが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。 
   中間期末日満期手形の金額は

次のとおりであります。 

    受取手形   527,017千円 

※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 営業外収益のうち主要項目 
受取利息 5,775千円

受取配当金 92,203千円 

※１ 営業外収益のうち主要項目 
受取利息 37,282千円

受取配当金 49,829千円 

※１ 営業外収益のうち主要項目 
受取利息 58,394千円

受取配当金 204,840千円 
※２ 営業外費用のうち主要項目 

支払利息 3,008千円 
※２ 営業外費用のうち主要項目 

支払利息 3,975千円 
※２ 営業外費用のうち主要項目 

支払利息 7,009千円 
※３  

――――― 
※３ 特別利益のうち主要項目 

固定資産売却益 75,602千円 
※３ 特別利益のうち主要項目 

投資有価証券 
売却益 180,892千円

貸倒引当金戻入益 37,566千円 
※４ 特別損失のうち主要項目 

固定資産除却損 359,437千円 
※４ 特別損失のうち主要項目 

固定資産除却損 33,912千円 
※４ 特別損失のうち主要項目 

固定資産除却損 618,017千円 
※５ 税効果会計 

中間会計期間に係る「法人税、
住民税及び事業税」及び「法人

税等調整額」は、当期に予定し
ている利益処分による特別償却
準備金の積立及び取崩しを前提

として、当中間会計期間に係る
金額を計算しております。 

※５ 税効果会計 
中間会計期間に係る「法人税、

住民税及び事業税」及び「法人

税等調整額」は、当期に予定し
ているその他利益剰余金の処分
による特別償却準備金の取崩し

を前提として、当中間会計期間
に係る金額を計算しておりま
す。 

※５ 
――――― 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 633,711千円
無形固定資産 15,010千円 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 832,148千円
無形固定資産 32,890千円 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,663,318千円
無形固定資産 30,996千円 
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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 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

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 15,732,000 ― ― 15,732,000 

 
２ 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） 2,932 60 ― 2,992 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加60 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
 
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 

１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成18年６月22日 
定時株主総会 普通株式 259,529千円 16円50銭 平成18年３月31日 平成18年６月23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 １株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成18年11月10日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 259,528千円 16円50銭 平成18年９月30日 平成18年12月11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) 

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 
現金及び預金 
勘定 7,017,281千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△2,276,700千円

マネー・ 
マネジメント 
・ファンド 
及び実績配当型
金銭信託 

1,250,307千円

現金及び 
現金同等物 

5,990,889千円
 

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 
現金及び預金 
勘定 5,796,282千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△2,277,000千円

マネー・ 
マネジメント 
・ファンド 
及び実績配当型
金銭信託 

1,250,855千円

現金及び 
現金同等物 

4,770,138千円
 

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 
現金及び預金 
勘定 4,850,825千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△2,257,000千円

マネー・ 
マネジメント 
・ファンド 
及び実績配当型
金銭信託 

1,250,402千円

現金及び 
現金同等物 

3,844,228千円
 

 
(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) 

開示対象となる取引はありません。 同 左 同 左 
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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日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

 (1) 国債・地方債 ― ― ― 

 (2) 社債 ― ― ― 

 (3) その他 500,000 452,300 △47,700 

合計 500,000 452,300 △47,700 

 
２ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 1,666,422 4,712,030 3,045,608 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 1,621,649 1,661,780 40,130 

合計 3,288,071 6,373,810 3,085,739 

(注) その他有価証券で時価があるものの減損処理の基準は、時価が取得価額の30%以上下落した場合、回復する見
込があると認められる場合を除き、減損処理を行っております。 
なお、当中間会計期間においては、減損処理を行ったものはありません。 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 
 

区分 中間貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券  

マネー・マネジメント・ファンド 750,307 

実績配当型金銭信託 500,000 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 1,828,438 

合計 3,078,746 

(注) 当中間会計期間においては、減損処理を行ったものはありません。 
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当中間会計期間末(平成18年９月30日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

 (1) 国債・地方債 ― ― ― 

 (2) 社債 ― ― ― 

 (3) その他 1,800,003 1,559,970 △240,033 

合計 1,800,003 1,559,970 △240,033 

 
２ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 1,527,598 4,255,857 2,728,258 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 2,333,494 2,307,503 △25,991 

合計 3,861,093 6,563,360 2,702,267 

(注) その他有価証券で時価があるものの減損処理の基準は、時価が取得価額の30%以上下落した場合、回復する見

込があると認められる場合を除き、減損処理を行っております。 
なお、当中間会計期間においては、減損処理を行ったものはありません。 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 
 

区分 中間貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券  

マネー・マネジメント・ファンド 750,855 

実績配当型金銭信託 500,000 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 828,125 

合計 2,078,980 

(注) 当中間会計期間においては、減損処理を行ったものはありません。 
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前事業年度末(平成18年３月31日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
                                     

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 
(千円) 

差 額 
(千円) 

 (1) 国債・地方債 ― ― ― 

 (2) 社債 ― ― ― 

 (3) その他 1,800,003 1,540,878 △259,124 

合計 1,800,003 1,540,878 △259,124 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差 額 
(千円) 

 (1) 株式 1,525,900 4,798,309 3,272,409 

 (2) 債券 ― ― ― 

 (3) その他 2,333,494 2,324,060 △9,433 

合計 3,859,394 7,122,370 3,262,975 

(注) その他有価証券で時価があるものの減損処理の基準は、時価が取得価額の30%以上下落した場合、回復する見
込があると認められる場合を除き、減損処理を行っております。 

なお、当事業年度においては、減損処理を行ったものはありません。 

 

３ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

 マネー・マネジメント・ファンド 750,402 

 実績配当型金銭信託 500,000 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 828,438 

合計 2,078,840 

(注) 当事業年度においては、減損処理を行ったものはありません。 
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 (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) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、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) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、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) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、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) 

当社は、関連会社を有しないため、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) 

当社は、関連会社を有しないため、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) 

当社は、関連会社を有しないため、該当事項はありません。 

 
(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 
2,313円53銭 

１株当たり純資産額 
2,347円05銭 

１株当たり純資産額 
2,347円43銭 

１株当たり中間純利益金額 
44円53銭 

１株当たり中間純利益金額 
37円35銭 

１株当たり当期純利益金額 
88円21銭 

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式がないため、記載しておりません。 
   ２ 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)純利益金額 千円 700,402 587,483 1,427,526 

普通株主に帰属しない金額
の内訳 
利益処分による 
役員賞与 

千円 
 
 
─ 

 
 
─ 

 
 
 

40,000 
 

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 千円 700,402 587,483 1,387,526 

普通株式の期中平均株式数 株 15,729,722 15,729,045 15,729,564 

 
(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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２ 生産、受注及び販売の状況 
(1) 生産実績 

イ 生産実績 

当社は、事業区分による部門が単一であるため、事業部門別で示すことができません。 

なお、当中間期の生産実績を品目別に示すと、次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) 品目別 

金額(千円) 
百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 

上水道関連 2,843,615 26.6 3,079,542 28.4 5,865,490 27.2 

下水道関連 6,648,837 62.1 6,665,257 61.4 13,345,311 61.9 

環境機器関連 870,887 8.1 759,803 7.0 1,714,511 8.0 

その他 337,008 3.2 352,547 3.2 628,635 2.9 

合計 10,700,347 100.0 10,857,150 100.0 21,553,950 100.0 

(注) 金額は、販売価格により記載しており消費税等は含まれておりません。 

 
ロ 商品仕入実績 

当社は、事業区分による部門が単一であるため、事業部門別で示すことができません。 

なお、当中間期の仕入実績を品目別に示すと、次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) 品目別 

金額(千円) 
百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 

上水道関連 35,862 18.0 36,129 19.6 81,010 20.3 

下水道関連 37,766 18.9 46,635 25.4 99,821 25.0 

環境機器関連 1,181 0.6 1,648 0.9 2,213 0.6 

その他 124,583 62.5 99,499 54.1 216,070 54.1 

合計 199,392 100.0 183,912 100.0 399,115 100.0 

(注) 金額は、仕入価格により記載しており消費税等は含まれておりません。 

 
(2) 受注状況 

当社の主要製品は大部分見込生産でありますが、一部(水処理装置)については、受注生産を行って

おります。 
 

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) 品目別 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

受注高 182,504 147,088 411,679 
環境機器関連 
(水処理装置) 受注残高 102,649               104,587 18,700 

(注) 金額は、販売価格により記載しており消費税等は含まれておりません。 
 



 
7925 前澤化成 

 －２３－ 

(3) 販売実績 

当社は、事業区分による部門が単一であるため、事業部門別で示すことができません。 

なお、当中間期の販売実績を品目別に示すと、次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) 品目別 

金額(千円) 
百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 

上水道関連 2,824,430 26.4 2,890,044 27.3 5,814,798 26.6 

下水道関連 6,517,236 61.0 6,414,726 60.7 13,267,039 60.7 

環境機器関連 817,583 7.6 725,109 6.9 1,678,508 7.7 

その他 309,871 2.9 332,666 3.2 642,002 2.9 

製品 

小計 10,469,122 97.9 10,362,547 98.1 21,402,348 97.9 

上水道関連 43,552 0.4 43,017 0.4 98,264 0.5 

下水道関連 43,436 0.4 54,298 0.5 112,675 0.5 

環境機器関連 1,649 0.0 2,141 0.0 3,129 0.0 

その他 136,930 1.3 107,711 1.0 238,287 1.1 

商品 

小計 225,569 2.1 207,168 1.9 452,357 2.1 

合計 10,694,691 100.0 10,569,715 100.0 21,854,705 100.0 

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 総販売実績に対し、10％以上に該当する販売先はありません。 

 
 


