
 

 
 
 

平成 19 年３月期  個別中間財務諸表の概要         平成 18 年 11 月 10 日 

上 場 会 社 名        第一化成株式会社                       上場取引所    ＪＱ 
コ ー ド 番 号         ４２３５                                    本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.dkktokyo.co.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 本多 希夫 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長  氏名 山本 一良    ＴＥＬ (042)644－6516 
中間決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 10 日   中間配当支払開始日 － 
単元株制度採用の有無           有（１単元 1,000 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               （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 
17 年９月中間期 

1,888（  5.7）
1,786（ △5.6）

267（  14.3）
233（△10.4）

317（  12.5）
282（ △3.6）

18 年３月期 3,368     429     493     
 
 

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 
17 年９月中間期 

204（  10.8） 
184（  11.1） 

30 19 
27 16 

18 年３月期 313      44 14 

 
 

 (注)①期中平均株式数 18 年９月中間期 6,778,318 株 17 年９月中間期 6,798,638 株 18 年３月期 6,798,315 株 
    ②会計処理の方法の変更   有 

「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。 
     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。 
(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 
17 年９月中間期 

3,182   
3,045   

1,660  
1,997  

52.2  
65.6  

296 69
293 79

18 年３月期 3,160   2,142  67.8  313 20
 (注)①期末発行済株式数 18 年９月中間期 5,597,990 株 17 年９月中間期 6,797,990 株 18 年３月期 6,797,990 株 
  ②期末自己株式数  18 年９月中間期 1,202,010 株 17 年９月中間期   2,010 株  18 年３月期   2,010 株 

 
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 3,500  490 315 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 50 円 90 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 － － － 12.00 － 12.00 

19 年３月期（実績） － － － － －  

19 年３月期（予想） － －  12.00 － 12.00 

 

※上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな

る可能性があります。 
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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  771,871  733,039  697,115 

２．受取手形  40,969  717  8,425 

３．売掛金  816,170  988,996  763,083 

４．たな卸資産  273,254  344,158  406,770 

５．繰延税金資産  34,604  34,179  35,585 

６．その他 ※４ 51,433  40,314  81,647 

流動資産合計   1,988,303 65.3 2,141,407 67.3 153,103  1,992,628 63.0

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産 ※1,2     

(1）建物  176,831  166,559  169,539 

(2）機械装置  172,004  243,313  261,255 

(3）工具器具備品  21,014  22,493  18,829 

(4）土地  230,259  230,259  230,259 

(5）建設仮勘定  145,930  －  － 

(6）その他  21,195  121,488  128,702 

有形固定資産合
計 

 767,235  25.2 784,114 24.6 16,879 808,585 25.6

２．無形固定資産  5,358  0.2 5,645 0.2 287 6,317 0.2

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券  80,895  88,735  159,918 

(2）関係会社株式  20,000  20,000  20,000 

(3）関係会社長期貸
付金 

 －  50,000  － 

(4）長期前払費用  1,716  429  858 

(5）敷金保証金  28,946  21,116  28,946 

(6）保険料積立金  101,498  42,211  101,498 

(7）繰延税金資産  41,902  19,619  32,903 

(8）その他  9,274  9,080  9,091 

投資その他の資
産合計 

 284,233  9.3 251,191 7.9 △33,041 353,216 11.2

固定資産合計   1,056,827 34.7 1,040,952 32.7 △15,874  1,168,120 37.0

資産合計   3,045,130 100.0 3,182,359 100.0 137,228  3,160,748 100.0
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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  268,084  298,790  300,760 

２．短期借入金 ※２ 250,000  200,000  200,000 

３．１年以内に返済予
定の長期借入金 

※２ 50,760  50,760  50,760 

４．未払金  21,536  29,311  17,247 

５．未払費用  21,281  20,357  21,206 

６．未払法人税等  95,401  91,587  122,071 

７．賞与引当金  46,900  39,200  36,400 

８・役員賞与引当金  －  6,000  － 

９．その他  14,784  8,758  10,641 

流動負債合計   768,749 25.2 744,766 23.4 △23,983  759,087 24.0

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金 ※２ 195,010  744,250  169,630 

２．退職給付引当金  ―  15,246  2,625 

３．役員退職慰労引当
金 

 84,202  17,216  87,285 

固定負債合計   279,212 9.2 776,712 24.4 497,500  259,540 8.2

負債合計   1,047,961 34.4 1,521,478 47.8 473,517  1,018,627 32.2

      

（資本の部）      

Ⅰ 資本金   415,500 13.6 － － △415,500  415,500 13.1

Ⅱ 資本剰余金      

１．資本準備金  240,120  －  240,120 

資本剰余金合計   240,120 7.9 － － △240,120  240,120 7.6

Ⅲ 利益剰余金      

１．利益準備金  93,750  －  93,750 

２．任意積立金  970,112  －  970,112 

３．中間（当期）未処
分利益 

 269,844  －  398,280 

利益剰余金合計   1,333,706 43.8 － － △1,333,706  1,462,143 46.3

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  8,645 0.3 － － △8,645  25,160 0.8

Ⅴ 自己株式   △802 △0.0 － － 802  △802 △0.0

資本合計   1,997,169 65.6 － － △1,997,169  2,142,120 67.8

負債及び資本合計   3,045,130 100.0 － － △3,045,130  3,160,748 100.0
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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
（％）

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金   － － 415,500 13.1 415,500  － －

２．資本剰余金      

（1）資本準備金  －  240,120  － 

資本剰余金合計   － － 240,120 7.5 240,120  － －

３．利益剰余金      

（1）利益準備金  －  93,750  － 

（2）その他利益剰余金      

別途積立金  －  1,170,000  － 

繰越利益剰余金  －  308,463  － 

利益剰余金合計   － － 1,572,213 49.4 1,572,213  － －

４．自己株式   － － △577,402 △18.1 △577,402  － －

株主資本合計   － － 1,650,430 51.9 1,650,430  － －

Ⅱ 評価・換算差額等      

１．その他有価証券評
価差額金 

  － － 10,450 0.3 10,450  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 10,450 0.3 10,450  － －

純資産合計   － － 1,660,880 52.2 1,660,880  － －

負債純資産合計   － － 3,182,359 100.0 3,182,359  － －
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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   1,786,143 100.0 1,888,255 100.0 102,112  3,368,814 100.0

Ⅱ 売上原価   1,293,329 72.4 1,358,410 71.9 65,081  2,433,951 72.3

売上総利益   492,814 27.6 529,845 28.1 37,030  934,862 27.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  259,138 14.5 262,663 13.9 3,524  505,421 15.0

営業利益   233,675 13.1 267,181 14.1 33,506  429,440 12.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  51,182 2.8 58,539 3.1 7,356  68,722 2.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  2,444 0.1 8,116 0.4 5,671  4,784 0.1

経常利益   282,413 15.8 317,604 16.8 35,191  493,378 14.6

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― 21,631 1.1 21,631  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※４  220 0.0 16,275 0.9 16,055  598 0.0

税引前中間（当
期）純利益 

  282,193 15.8 322,960 17.1 40,767  492,780 14.6

法人税、住民税及
び事業税 

 97,660  93,528  183,126 

法人税等調整額  △92 97,567 5.5 24,786 118,314 6.3 20,747 △3,409 179,717 5.3

中間（当期）純利
益 

  184,625 10.3 204,645 10.8 20,020  313,062 9.3

前期繰越利益   85,218 －   85,218

中間（当期）未処
分利益 

  269,844 －   398,280
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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 

その他利益剰余金  

資本金 
資本 

準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

特別 
償却 
準備金 

別途 
積立金 

繰越 
利益 

剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

平成18年３月31日 残
高（千円） 

415,500 240,120 240,120 93,750 112 970,000 398,280 1,462,143 △802 2,116,960

中間連結会計期間中の
変動額 

    

特別償却準備金の取
崩し（注） 

  △112 112 － －

別途積立金の積立て
（注） 

  200,000 △200,000 － －

剰余金の配当（注）   △81,575 △81,575 △81,575

役員賞与（注）   △13,000 △13,000 △13,000

中間純利益   204,645 204,645 204,645

自己株式の取得    △576,600 △576,600

株主資本以外の項目
の中間連結会計期間
中の変動額（純額） 

   

中間連結会計期間中の
変動額合計（千円） 

－ － － － △112 200,000 △89,817 110,070 △576,600 △466,529

平成18年９月30日 残
高（千円） 

415,500 240,120 240,120 93,750 － 1,170,000 308,463 1,572,213 △577,402 1,650,430

 

評価・換算差額等 

 その他有価
証券評価差

額 

評価換算差
額等合計 

純資産合計

平成18年３月31日 残
高（千円） 

25,160 25,160 2,142,120

中間連結会計期間中の
変動額 

  

特別償却準備金の取
崩し（注） 

  －

別途積立金の積立て
（注） 

  

剰余金の配当（注）   △81,575

役員賞与（注）   △13,000

中間純利益   204,645

自己株式の取得   △576,600

株主資本以外の項目
の中間連結会計期間
中の変動額（純額） 

△14,710 △14,710 △14,710

中間連結会計期間中の
変動額合計（千円） 

△14,710 △14,710 △481,240

平成18年９月30日 残
高（千円） 

10,450 10,450 1,660,880

（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。 



6/13 

 

 

 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）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式 子会社株式 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。 

同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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。 

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。 

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 時価のないもの 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。 

同左 同左 

 (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

 時価法によっております。 同左 同左 

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

 総平均法による原価法によっ

ております。 

同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法を採用しております。

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

法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額

については法人税法に規定す

る方法と同一の基準によって

おります。 

同左 同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。

なお、耐用年数については法

人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。た

だし、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

く定額法によっております。

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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

は貸倒実績率法により、貸倒

懸念債権及び破産更生債権に

ついては個別に債権の回収可

能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

同左 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 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与支給に備

えるため、支給対象期間基準

による繰入額を基礎に将来の

支給見込額を加味して計上し

ております。 

同左 同左 

 (3）役員賞与引当金 (3）役員賞与引当金 (3）役員賞与引当金 

 ――――――― 役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額

の当中間会計期間負担額を計

上しております。 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より、「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。 

これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は、

それぞれ６百万円減少してお

ります。 

――――――― 

 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 

 従業員に対する退職給付に備

えるため、当中間会計期間末

における退職給付債務及び年

金資産に基づき計上しており

ます。 

なお、当中間会計期間末にお

いては、年金掛金が退職給付

費用を上回り、年金資産が退

職給付債務を超過したため、

前払年金費用を流動資産「そ

の他」に計上しております。

従業員に対する退職給付に備

えるため、当中間会計期間末

における退職給付債務及び年

金資産に基づき計上しており

ます。 

従業員に対する退職給付に備

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

産に基づき計上しておりま

す。 

 (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 

 役員に対する退職慰労金の支

給に備えるため、役員退職慰

労金規程に基づく当中間会計

期間末要支給額を計上してお

ります。 

同左 役員に対する退職慰労金の支

給に備えるため、役員退職慰

労金規程に基づく期末要支給

額を計上しております。 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっており

ます。 

なお、振当処理の要件をみた

している場合には振当処理を

行なっております。 

同左 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）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 為替予約 

ヘッジ対象 製品輸出による

外貨建債権及び

外貨建予定取引

同左 同左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

 為替変動リスクを回避するた

めに、製品輸出額の範囲内で

ヘッジを行っております。 

同左 同左 

 (4）ヘッジの有効性評価の方法 (4）ヘッジの有効性評価の方法 (4）ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジの開始時から有効性の

判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手段

の相場変動の累計とを比率分

析する方法により行っており

ます。 

同左 同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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。 

同左 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） 

――――――― （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1,660,880千円でありま

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。 
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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は、 

1,421,852千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

1,503,918千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

1,459,774千円であります。 

※２．担保提供資産及びそれに対応する債

務は、次のとおりであります。 

※２．担保提供資産及びそれに対応する債

務は、次のとおりであります。 

※２．担保提供資産及びそれに対応する債

務は、次のとおりであります。 

担保資産 担保資産 担保資産 

工場財団担保 工場財団担保 工場財団担保 
 
建物 144,388千円

機械装置 168,616

土地 213,262

その他 19,743

計 546,010千円
  

 
建物 134,278千円

機械装置 240,754

土地 213,262

その他 119,649

計 707,944千円
  

 
建物 138,566千円

機械装置 258,341 

土地 213,262 

その他 127,288 

計 737,458千円
  

その他の担保 その他の担保 その他の担保 
 

土地 10,776千円
  

 
土地 10,776千円

  

 
土地 10,776千円

  
担保資産に対応する債務 担保資産に対応する債務 担保資産に対応する債務 
 
短期借入金 250,000千円

１年以内に返済予定
の長期借入金 

50,760千円

長期借入金 195,010千円
  

 
短期借入金 200,000千円

１年以内に返済予定
の長期借入金 

50,760千円

長期借入金 744,250千円
  

 
短期借入金 200,000千円

１年以内に返済予定
の長期借入金 

50,760千円

長期借入金 169,630千円
  

なお、上記のうち工場財団担保に

対応する債務は以下のとおりであ

ります。 

なお、上記のうち工場財団担保に

対応する債務は以下のとおりであ

ります。 

なお、上記のうち工場財団担保に対

応する債務は以下のとおりであり

ます。 
 
短期借入金 250,000千円

１年以内に返済予定
の長期借入金 

50,760千円

長期借入金 195,010千円
  

 
短期借入金 200,000千円

１年以内に返済予定
の長期借入金 

50,760千円

長期借入金 744,250千円
  

 
短期借入金 200,000千円

１年以内に返済予定
の長期借入金 

50,760千円

長期借入金 169,630千円
   

３．受取手形裏書譲渡高 134,620千円
  

 
３．受取手形裏書譲渡高 122,804千円

  輸出為替手形割引高 7,518千円
  

 
３．受取手形裏書譲渡高 95,615千円

   輸出為替手形割引高 1,782千円
  

※４．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い ※４．     ―――――― 

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

流動資産の「その他」に含めて表示

しております。 

同左  

 ５．当社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行３行と当

座貸越契約を締結しております。こ

の契約に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

 ５．当社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行３行と当

座貸越契約を締結しております。こ

の契約に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

 ５．当社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行３行と当

座貸越契約を締結しております。こ

の契約に基づく当事業年度末の借入

未実行残高は次のとおりでありま

す。 
 

当座貸越極度額 1,300,000千円 

借入実行残高 50,000千円 

差引額 1,250,000千円 
 

 
当座貸越極度額 1,300,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,300,000千円
  

 
当座貸越極度額 1,300,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,300,000千円
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（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 12千円 

受取配当金 31,077千円 

仕入割引 13,640千円 

保険料積立金払戻差益 504千円 
  

 
受取利息 94千円

受取配当金 31,572千円

仕入割引 13,010千円

保険料積立金払戻差益 8,994千円
  

 
受取利息 22千円

受取配当金 31,150千円

仕入割引 26,808千円

保険料積立金払戻差益 504千円
  

※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 2,438千円 
  

 
支払利息 7,546千円

  

 
支払利息 4,784千円

  
※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 

―――――― 
  

投資有価証券売却益 21,631千円
  

―――――― 
  

※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 

建物除却損 120千円 

ゴルフ会員権売却損 100千円 
  

建物除却損 571千円

役員退職慰労金 5,904千円

本社移転費用 8,726千円
  

機械装置除却損 108千円

ゴルフ会員権売却損 100千円
  

 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 31,395千円 

無形固定資産 629千円 
  

 
有形固定資産 47,304千円

無形固定資産 761千円
  

 
有形固定資産 75,265千円

無形固定資産 1,419千円
  

 

（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） 2 1,200 － 1,202 

合計 2 1,200 － 1,202 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 1,200 千株は、平成 18 年 10 月６日付発行済の第三者割当による新株予

約権の行使に対する割当予定株式の取得であります。 



 

12/13 

 

 

  ① リース取引 

該当事項はありません。 

 

  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 293.79円

１株当たり中間純利益
金額 

27.16円

  

 
１株当たり純資産額 296.69円

１株当たり中間純利益
金額 

30.19円

  

 
１株当たり純資産額 313.20円

１株当たり当期純利益
金額 

44.14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、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

式の発行がないため、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。 

 
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） 184,625 204,645 313,062 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 13,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (   －) (   －) 13,000 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
184,625 204,645 300,062 

普通株式の期中平均株式数（株） 6,798,638 6,778,318 6,798,315 
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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） 

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） 

前会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

―――――――――  当社は、平成18年９月21日開催の取締役会

において第三者割当ての方法により新株予

約権の発行を決議し、平成18年10月６日付で

発行しております。 

１．発行した新株予約権の数 

1,200個 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び

数 

普通株式 1,200,000株 

３．新株予約権の発行価額 

１個当たり 40,880円 

４．新株予約権の行使時の払込金額 

１個当たり 511,000円 

５．払込金額の総額 

662,256,000円 

６．新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入れ額 

発行価格  551.88円 

資本組入額 275.94円 

７．新株予約権の行使期間 

平成18年10月９日から平成23年10月５

日 

８．新株予約権の行使の条件 

新株予約権の一部行使はできない。 

９．資金の使途 

全額長期借入金の返済に充当の予定。 

――――――――― 

 


