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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 3,339 △1.7 216 △16.7 238 △13.5

17年９月中間期 3,396 6.7 260 1.8 275 5.7

18年３月期 6,922 3.7 576 △4.5 605 △2.3

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 146 10.0 3 57

17年９月中間期 133 0.9 3 24

18年３月期 218 △39.7 5 32

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 41,021,019株 17年９月中間期 41,043,513株 18年３月期 41,040,841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

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切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 8,412 3,897 46.3 95 04

17年９月中間期 8,230 3,882 47.2 94 60

18年３月期 8,555 3,966 46.4 96 65

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 41,005,492株 17年９月中間期 41,040,132株 18年３月期 41,036,289株

②期末自己株式数 18年９月中間期 994,508株 17年９月中間期 959,868株 18年３月期 963,711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１日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 7,300 640 370

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　９円02銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

期末 年間

18年３月期 5.00 5.00

19年３月期（実績） － －

19年３月期（予想） 5.00 5.00

 

※　業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な

要因によって予想と異なる結果となる場合があります。業績予想についての前提条件その他の関連する事項について

は、添付資料の５ページを参照ください。
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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）
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  1,763,331   788,148   1,254,860   

２　受取手形 (注４) 490,727   535,474   524,647   

３　売掛金  2,401,606   2,704,933   2,548,608   

４　たな卸資産  1,123,392   1,313,259   1,272,611   

５　未収入金  130,859   126,657   133,122   

６　短期貸付金  －   355,000   355,000   

７　繰延税金資産  38,231   41,091   42,490   

８　その他  18,534   35,382   18,745   

９　貸倒引当金  △7,500   △7,500   △7,500   

流動資産合計   5,959,182 72.4  5,892,446 70.0  6,142,587 71.8

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産
(注１,

２)
         

(1）機械装置  292,783   291,669   300,532   

(2）土地  275,302   275,302   275,302   

(3）その他 (注３) 292,230   484,121   511,867   

有形固定資産合計  860,316   1,051,092   1,087,705   

２　無形固定資産 (注２) 12,389   10,225   11,298   

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  100,000   100,000   100,000   

(2）関係会社株式  1,005,200   1,158,649   1,005,200   

(3）関係会社長期貸
付金

 200,000   200,000   200,000   

(4）繰延税金資産  60,406   130,961   139,514   

(5）その他  33,358   50,059   49,974   

(6）貸倒引当金  △505   △505   △505   

(7) 投資損失引当金  －   △180,000   △180,000   

投資その他の資産
合計

 1,398,459   1,459,165   1,314,184   

固定資産合計   2,271,165 27.6  2,520,483 30.0  2,413,188 28.2

資産合計   8,230,347 100.0  8,412,930 100.0  8,555,776 100.0
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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 (注４) 340,683   424,848   401,470   

２　買掛金  1,524,563   1,619,200   1,474,435   

３　短期借入金 (注２) 1,975,000   1,975,000   1,975,000   

４　未払法人税等  112,700   98,000   125,000   

５　賞与引当金  68,000   75,000   74,000   

６　その他  170,855   175,549   377,513   

流動負債合計   4,191,802 50.9  4,367,597 51.9  4,427,420 51.7

Ⅱ　固定負債           

退職給付引当金  155,763   148,325   162,088   

固定負債合計   155,763 1.9  148,325 1.8  162,088 1.9

負債合計   4,347,566 52.8  4,515,923 53.7  4,589,509 53.6

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,820,000 34.3  － －  2,820,000 33.0

Ⅱ　利益剰余金           

１　利益準備金  100,200   －   100,200   

２　中間（当期）未処
分利益

 1,110,281   －   1,195,598   

利益剰余金合計   1,210,481 14.7  － －  1,295,798 15.1

Ⅲ　自己株式   △147,700 △1.8  － －  △149,531 △1.7

資本合計   3,882,781 47.2  － －  3,966,266 46.4

負債資本合計   8,230,347 100.0  － －  8,555,776 100.0

           

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 2,820,000 33.5 － －

２　資本剰余金  

    その他資本剰余
金

 － 95 －

資本剰余金合計  － － 95 0.0 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 120,800 －

(2）その他利益剰余
金

 － － －

繰越利益剰余金  － 1,116,324 －

利益剰余金合計  － － 1,237,124 14.7 － －

４　自己株式  － － △160,211 △1.9 － －

株主資本合計  － － 3,897,007 46.3 － －

純資産合計  － － 3,897,007 46.3 － －

負債純資産合計  － － 8,412,930 100.0 － －
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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   3,396,276 100.0  3,339,344 100.0  6,922,619 100.0

Ⅱ　売上原価   2,729,489 80.4  2,746,021 82.2  5,547,037 80.1

売上総利益   666,787 19.6  593,322 17.8  1,375,581 19.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  406,743 11.9  376,731 11.3  798,640 11.6

営業利益   260,043 7.7  216,590 6.5  576,941 8.3

Ⅳ　営業外収益 (注１)  30,046 0.8  31,486 0.9  52,718 0.8

Ⅴ　営業外費用 (注２)  14,236 0.4  9,587 0.3  24,084 0.4

経常利益   275,853 8.1  238,489 7.1  605,575 8.7

Ⅵ　特別利益 (注３)  7,775 0.2  12,455 0.4  7,775 0.1

Ⅶ　特別損失
(注４,

５)
 29,288 0.8  6,088 0.2  232,811 3.3

税引前中間（当
期）純利益

  254,339 7.5  244,856 7.3  380,539 5.5

法人税、住民税及
び事業税

 96,904   88,397   221,154   

法人税等調整額  24,229 121,133 3.6 9,952 98,349 2.9 △59,138 162,016 2.3

中間（当期）純利
益

  133,206 3.9  146,507 4.4  218,523 3.2

前期繰越利益   977,075   －   977,075  

中間（当期）未処
分利益

  1,110,281   －   1,195,598  
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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

自己株式
株主資本
合計

 
 

純資産合計

その他資
本剰余金

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

 

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
2,820,000 － － 100,200 1,195,598 1,295,798 △149,531 3,966,266 3,966,266

中間会計期間中の変動額

利益準備金の積立（注）    20,600 △20,600 －   －

剰余金の配当（注）     △205,181 △205,181  △205,181 △205,181

中間純利益     146,507 146,507  146,507 146,507

自己株式の取得       △11,485 △11,485 △11,485

自己株式の処分  95 95    805 900 900

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ 95 95 20,600 △79,274 △58,674 △10,680 △69,259 △69,259

平成18年９月30日　残高

（千円）
2,820,000 95 95 120,800 1,116,324 1,237,124 △160,211 3,897,007 3,897,007

 (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る。
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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

(1）有価証券

　子会社株式

同左

(1）有価証券

　子会社株式

同左

 

 

 

その他有価証券

時価のないもの

…移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの

同左

その他有価証券

時価のないもの

同左

 

 

 

(2）たな卸資産

ａ　製品・仕掛品

　総平均法による原価法

(2）たな卸資産

ａ　製品・仕掛品

同左

(2）たな卸資産

ａ　製品・仕掛品

同左

 

 

ｂ　原料・貯蔵品

　移動平均法による原価法

ｂ　原料・貯蔵品

同左

ｂ　原料・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（鉱業用地を除

く）…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

いる。

(1）有形固定資産（鉱業用地を除

く）　　　 

同左

(1）有形固定資産（鉱業用地を除

く） 　　　

同左

 機械装置 ３～12年

その他 ２～60年

 

 

 

(2）鉱業用地及び鉱業権

　生産高比例法

(2）鉱業用地及び鉱業権

同左

(2）鉱業用地及び鉱業権

同左

 

 

(3）無形固定資産（鉱業権を除く）

…定額法

　なお、ソフトウェア（自社利用

分）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

(3）無形固定資産（鉱業権を除

く） 　　　

同左

(3）無形固定資産（鉱業権を除く）

　　　 

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

能性を検討し、回収不能見込額を

計上している。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 

 

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支払に備え、支払

実績を基準とした支給見込額を計

上している。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

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いる。

(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

務の見込額に基づき計上している。

 

 

 ――――――

 

(4）投資損失引当金

　子会社への投資に係る損失に備

えるため、当該会社の財政状態及

び経営成績を勘案して必要額を計

上している。

(4）投資損失引当金

同左

－ 6 －



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　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

会計処理によっている。

同左 同左

５　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

　中間期末における仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺後の残高を流

動負債の「その他」に含めて計上し

ている。

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１日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月１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）を適用している。

　これにより税引前中間純利益は9,625

千円減少している。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

当該各資産の金額から直接控除してい

る。

――――――

　

　

　

 （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）を適用している。

 　これにより税引前当期純利益は

9,625千円減少している。

 　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき当該

各資産の金額から直接控除している。

 ――――――

　

　

 

（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）を適用している。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は3,897,007千円である。

　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

している。

 ――――――
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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）

注１　有形固定資産の減価償却累計額

3,724,264千円

注１　有形固定資産の減価償却累計額

3,794,877千円

注１　有形固定資産の減価償却累計額

3,769,243千円

注２　担保資産及び担保付債務

　これらの資産のうち担保に供している

資産と担保付債務は次のとおりである。

イ　担保に供している資産

注２　担保資産及び担保付債務

　これらの資産のうち担保に供している

資産と担保付債務は次のとおりである。

イ　担保に供している資産

注２　担保資産及び担保付債務

　これらの資産のうち担保に供している

資産と担保付債務は次のとおりである。

イ　担保に供している資産

機械装置 （※） 253,361千円

土地 （※） 258,426千円

有形固定資産

「その他」
（※） 178,930千円

無形固定資産（※） －千円 

   

計  690,718千円

機械装置 （※） 247,614千円

土地 （※） 258,426千円

有形固定資産

「その他」
（※） 203,829千円

無形固定資産（※） －千円 

   

計  709,870千円

建物 （※） 99,594千円

機械装置 （※） 260,453千円

土地 （※） 258,426千円

有形固定資産

「その他」
（※） 57,692千円

無形固定資産（※） －千円

計  676,166千円

　(※)印は、鉱業財団、工場財団抵当

資産である。

　(※)印は、鉱業財団、工場財団抵当

資産である。

　(※)印は、鉱業財団、工場財団抵当

資産である。

ロ　上記に対する担保付債務 ロ　上記に対する担保付債務 ロ　上記に対する担保付債務

短期借入金 775,000千円 短期借入金 775,000千円 短期借入金 775,000千円

注３　　　　　　――――――

 

注３　固定資産の取得価額から控除した圧縮

記帳額

70,348千円

注３　　　　　　――――――

 

注４　　　　　　――――――

 

注４　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いる。

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

いる。

注４　　　　　　――――――

 

受取手形 55,912千円

支払手形 1,801千円
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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）

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

受取利息 2,284千円

受取配当金 6,764千円

受取手数料 10,079千円

受取利息 4,799千円

受取配当金 9,014千円

受取手数料 9,673千円

受取利息 5,886千円

受取配当金 6,764千円

受取手数料 21,383千円

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

支払利息 12,951千円 支払利息 9,526千円 支払利息 24,006千円

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

貸倒引当金戻入益 7,775千円 貸倒引当金戻入益 7,775千円

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

社名変更費用 14,236千円

減損損失 9,625千円

社名変更費用 14,256千円

投資損失引当金繰入

額

180,000千円

   

注５　減損損失

　当中間会計年度において当社は以下の

資産グループについて減損損失を計上し

た。

（単位：千円）

注５　　　　　　――――――

　

 

注５　減損損失 

当事業年度において当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上した。

（単位：千円）

場所 用途 種類 減損損失

岩手県 遊休 鉱業権 5,830

愛媛県 遊休 鉱業権 2,286

島根県 遊休 鉱業権 229

山形県 遊休 鉱業権 1,280

場所 用途 種類 減損損失

岩手県 遊休 鉱業権 5,830

愛媛県 遊休 鉱業権 2,286

島根県 遊休 鉱業権 229

山形県 遊休 鉱業権 1,280

 

　当社は、管理会計上の区分をベースに

グルーピングを行っている。ただし、将

来の使用が見込まれていない遊休資産に

ついては、個別の資産グループとして取

り扱っている。当中間会計期間において、

遊休状態にあると認められ今後の利用見

込みがない資産について、帳簿価額を回

収可能価額まで減損し、当該減少額を減

損損失（9,625千円）として特別損失に計

上している。なお、当該資産グループの

回収可能価額は正味売却価額により測定

している。

  

  当社は、管理会計上の区分をベースに

グルーピングを行っている。ただし、将

来の使用が見込まれていない遊休資産に

ついては、個別の資産グループとして取

り扱っている。当事業年度において、遊

休状態にあると認められ今後の利用見込

みがない資産について、帳簿価額を回収

可能価額まで減損し、当該減少額減損損

失（9,625千円）として特別損失に計上し

ている。なお、当該資産グループの回収

可能価額は正味売却価額により測定して

いる。

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 44,363千円

無形固定資産 1,054千円

有形固定資産 42,687千円

無形固定資産 1,072千円

有形固定資産 90,466千円

無形固定資産 2,145千円
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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）

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 963 35 5 994

合計 963 35 5 994

 (注）１．普通株式の自己株式の株式数増加35千株は、自己株式の市場買付け34千株、単元未満株式の買取による増加１

千株である。

 　　 ２．普通株式の自己株式の株式数減少５千株は、当社従業員によるストックオプション行使によるものである。

①　リース取引

  　　　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略している。

 

②　有価証券

　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）及び前事業年度末（平成18年

３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

（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 94円60銭

１株当たり中間純利益 ３円24銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
３円23銭

１株当たり純資産額 95円04銭

１株当たり中間純利益 ３円57銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
３円56銭

１株当たり純資産額 96円65銭

１株当たり当期純利益 ５円32銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
５円30銭

　（注）１．　１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
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    

中間（当期）純利益（千円） 133,206 146,507 218,523

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
133,206 146,507 218,523

普通株式の期中平均株式数（株） 41,043,513 41,021,019 41,040,841

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益
   

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数（株） 166,033 161,134 180,198

（うち新株予約権（株）） 166,033 161,134 180,198

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

―――――― ―――――― ――――――

（重要な後発事象）

 該当事項なし。
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