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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 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％
  ２，９１２   (△2.0）
  ２，９７２    (14.8)

百万円   ％
   １８６    (49.5)
   １２４   (△17.9)

百万円   ％
   １８０    (51.4)
   １１８   (△14.8）

18年３月期   ５，７５０       ２８８    ２８１ 
 

 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 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％
   １００   (△15.0)
   １１７   (△14.3)

円   銭
      １２  ８３ 
      １５  ０９ 

円   銭
      ――― 
      ――― 

18年３月期    ２４２       ３０  ４０       ――― 
(注)①持分法投資損益 18年９月中間期  ３百万円  17年９月中間期  ４百万円  18年３月期  ５百万円 

②期中平均株式数 18年９月中間期 7,798,221株  17年９月中間期 7,803,897株  18年３月期 7,802,545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 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
５，０３４ 
４，６４８ 

百万円
１，７００ 
１，５１０ 

％ 
３３．８ 
３２．５ 

円   銭
  ２１８  １３ 
  １９３  ６２ 

18年３月期 ４，７５８ １，６８６ ３５．４   ２１５  ４６ 

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 7,796,747株 17年９月中間期 7,801,598株 18年３月期 7,799,204株 
②期末自己株式数  18年９月中間期  46,253株 17年９月中間期  41,402株 18年３月期  43,796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

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
４５１ 
２２９ 

百万円
△２３ 
△５１ 

百万円 
△６８ 

   △１０２ 

百万円
８３４ 
４３１ 

18年３月期 ２４５ △４５ △８０ ４７５ 
 
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 
 

通 期 
百万円 

５，６２０ 
百万円

３３０ 
百万円

２００ 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） ２５円６５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 － ５ ５ 
19年３月期(実績) － － 
19年３月期(予想) － ７ 

７ 

(注)19年３月期(予想)には、創立70周年記念配当２円を含んでいます。 

 上記業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により予想数

値と異なる可能性があります。なお、上記の予想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７

ページを参照してください。 
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１．企業集団の状況 
 
 

       当社の企業集団は、当社、関連会社 2社で構成されている。 

       主な事業内容と各関連会社等の当該事業活動に係わる位置づけは次のとおりである。 

 

電源機器     ………当社が独自で製造販売しており、各関連会社に特に関連はない。 

表面処理装置 ………装置自体は当社が製造販売しているが、表面処理加工に使用する工業薬品

の一部は、関連会社㈱ｵｰｼｰｼｰが他社からの受託生産を行っている。 

電気溶接機   ………当社が独自で製造販売しており、各関連会社に特に関連はない。 

電解加工機   ………製品は主として当社が製造販売しているが、電解加工技術の研究開発ならび

に賃加工の一部の業務を関連会社㈱エミックが行っている。                         

事業の系統図は次のとおりである。 

 
 
 
 

部品加工 
製 品 

工業薬品 
受託生産 

    
部品加工 

 
 
 
 
 
 

        関連会社 

         ㈱ オ ー シ ー シ ー           工業薬品製造加工販売 

         ㈱  エ  ミ  ッ  ク           電解加工技術の開発及び金属部品の表面加工 

 

得        意        先 

関連会社 

(株)ｵｰｼｰｼｰ 

当               社 

関連会社 

(株)エミック



 
２．経営方針 
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（１）経営の理念 
 当社は、永年培ってきた電気・電子の技術を主軸とし、機械・化学等の要素技術を複合した新し

い分野を切り拓き、豊かな産業社会の実現、地球環境の保全に貢献することを経営の理念として位

置付けております。 
 
（２）経営の基本方針 
当社は、「親切を送れ」の社是のもとに、お客様の生産性・製品品質の向上に寄与することを使命

として、技術力に裏付けされた提案を積極的に行いながら、お客様に常に満足していただける商品・

サービスを提供することにより業績の維持向上に努める一方、株主、代理店、協力工場、仕入先、

地域社会などの皆様方との共栄を図ることを経営方針といたしております。 
 

（３）利益配分に関する方針 
当社は、業績に応じた株主配当を行うことを基本方針としているほか、技術開発・商品開発・品

質保証・業務効率化に必要な投資、研究開発費の投入に加えて、需要低迷期に備える内部留保に意

を払いながら適正な利益配分を行っていく方針で臨んでまいりました。 
今後も従来方針に基づく利益配分を行うために、更なる収益力の向上を目指してまいります。 
 

（４）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
当社株式の一単元は 1,000 株でございます。 
投資家層の拡大促進、株式の流動性向上を図るため、今後とも株式市場の動向、企業の業績等を

勘案し、投資家の皆様が投資しやすい環境作りに努めてまいります。 
 

（５）目標とする経営指標 
 安定的な収益力を表すものとして営業利益率を重視するとともに、株主資本利益率（ROE）の向

上を目指してまいります。 
 
（６）中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 
 当社は、お客様が真に必要とする商品・サービスを高レベルの品質で、安全に、スピーディーに

提供することを企業運営の根幹として、企業体質構築に取り組んでおります。今後も一層厳しさを

増す企業間競争を勝ち抜き、継続的な成長を実現していくために、次の点について強力に推進して

いく所存であります。 
１）商品開発力の強化 

    永年培ってきた基礎技術、要素技術をもとに開発体制の計画的強化を図るとともに、公的

研究機関や他企業との技術交流、産学官連携での技術開発等にも積極的に参加するほか、開

発・設計段階における業務プロセスの改革を通じた開発スピードの向上に注力してまいりま

す。  
２）新規市場の開拓と既存市場の確保、拡大 

 新商品や独創性ある高付加価値商品の開発と早期市場投入で、新規需要の創出を図るとと
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もに、顧客のニーズをきめ細かく吸い上げ、商品の開発・改良に反映させ、既存市場の確保、

拡大と新規市場の開拓を図ってまいります。 
３）人材の採用及び育成強化 

    経営方針に沿った人員計画の下に、大学卒の定期採用に加えて、専門校、高校卒の定期採

用も平行して実施していくほか、補完的に中途採用の活用も行ないながら人材の確保に努め

るとともに、入社後についても、それぞれの段階に沿った最適な教育・研修カリキュラムに

基づく教育を実施し、優秀な人材の早期育成に努めてまいります。 
４）内部管理体制の強化 
   社内各部門の業務手順の適合性や部門間の連携を再点検し、適正かつ効率的な内部牽制機

能を発揮して、強固な内部管理体制を構築してまいります。 
 
 



 
３．経営成績および財政状態 
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 （１）経営成績  
 当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や、金利上昇などの懸念材料はあった

ものの、企業収益の改善に伴う民間設備投資の増加に加え、雇用や所得環境にも改善が見られる

など、景気は回復基調の中で推移いたしました。 
このような経営環境のもとで当社では、現有商品・技術の特徴を生かし、国内ならびに海外の

既存市場から着実な受注の確保を図りながら、新技術・新商品の開発にも注力し、新規市場への

参入を目指しました。その結果、当中間会計期間の受注総額は 2,832 百万円（前年同期比 0.4％減）

と、ほぼ前年同期と同額となりましたが、売上総額は 2,912 百万円（前年同期比 2.0％減）と若干

減少いたしました。 
 以下主な商品についてご説明申し上げます。 
（電源機器） 
 めっき用電源や、電着塗装用電源としての用途が主体の自動車業界をはじめ、電子部品業界等

の既存市場からの受注確保を図るとともに、大型電着塗装用電源装置や電力向けインバーター電

源装置、汎用タイプの小型電源装置等について、製品コストの見直しも含めた改良・開発にも注

力したほか、分散電源、配電系統等の効率化を意図した機器類・システムの開発に継続して力を

注ぎました。その結果、受注高は 831 百万円（前年同期比 0.0％減）とほぼ前年同期と同額を確保

し、売上高は 977 百万円（前年同期比 18.3％増）と増加いたしました。 
（表面処理装置） 
国内外で業績が好調に推移している自動車業界をはじめ、建設機械や電子部品関連業界等へ積

極的に営業活動を展開し、受注確保に努めましたが、受注高は 573 百万円（前年同期比 14.3％減）

と減少いたしました。売上高につきましては、722 百万円となり、上期に売上が集中した前期に

比較いたしますと、15.0％の減少となりました。 
（電気溶接機） 
当社の主要顧客である自動車関連企業への営業活動を重点的に行い、受注確保に意を注ぐとと

もに、海外市場からの受注確保にも更なる努力を傾注しました。その結果、受注高は 486 百万円

（前年同期比 16.8％減）、売上高は 472 百万円（前年同期比 20.1％減）となり、前年同期との比

較ではいずれも減少しておりますが、表面処理装置と同様に、前年同期は当該製品の受注・売上

がその前の年の同期に比べ、受注では 3 割超、売上では４割に近い伸びを示しておりましたので、

当中間会計期間の受注高・売上高は、ほぼ見込んだ数値となりました。 
（環境機器） 
表面処理装置に付帯する排水処理装置が増加したほか、三価クロメート薬液管理装置等の関連

機器の受注も比較的好調であったため、受注高は 209 百万円（前年同期比 52.5％増）、売上高は

218 百万円（前年同期比 43.7％増）といずれも伸長いたしました。 
（電解加工機） 
主力ユーザーである自動車部品業界の精密機械加工や、半導体部品の電解研磨による品質向上

等に寄与すべく積極的に提案営業を展開する一方、電解液のろ過能力の向上や中和による液交換

周期の伸長等の新機能を全ての商品に標準装備するなど、顧客ニーズを充分反映した商品とする

べく努めました。その結果、受注高は 121 百万円（前年同期比 13.4％増）と増加しましたが、売
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上高は 124 百万円（前年同期比 11.2％減）と減少いたしました。 
 
続いて収益面では、当中間会計期間も安定した受注を確保しつつ、新規市場の開拓を目指し、

製品開発に取り組む一方、製品コストの格段の低減や、諸経費の節減等に全社一丸となって取り

組んでまいりました。その結果、当中間会計期間の経常利益は、前中間期に比し 51.4％増の 180
百万円と増加しましたが、今期より法人税法上の繰越欠損金の解消に伴う税負担もあり、中間純

利益は 100 百万円の計上となりました。 
 
（２）財政状態 

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 
 当中間会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により 451 百万円増加し、投資活

動により 23 百万円減少し、財務活動により 68 百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物

は 359 百万円の増加となり、期末残高は 834 百万円（前年同期比 93.4％増）となりました。 
  当中間会計期間の各キャッシュ・フローの状況は次のとおりとなりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動に伴う資金は、売上債権が増加したものの、仕入債務も増加したことにより、前年同

期比で収入が 222 百万円増加し 451 百万円（前年同期比 96.9％増）の収入となりました。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
  投資活動に伴う資金は、当中間会計期間においては設備投資に伴う支出が減少した結果、前年

同期比で支出が 27 百万円減少し 23 百万円（前年同期比 54.7％減）の支出となりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
  財務活動に伴う資金は、当中間会計期間は、長期借入金の返済が減少したことにより前年同期

比で支出が 33 百万円減少し 68 百万円（前年同期比 32.7％減）の支出となりました。 
当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 
中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 30.4 27.9 32.5 35.4 33.8 
時価ベース自己資本比率（％） 33.3 44.7 42.1 54.1 35.9 
債務償還年数（年） 4.8 32.2 2.3 4.4 1.2 
インタレスト・カバレッジ・レ

シオ(倍) 6.6 1.3 22.8 12.4 37.1 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
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 
＊ 各指標は、いずれも財務数値により算出しております。 
＊ 株式時価総額は、中間期末(期末)株価終値×中間期末(期末)発行済株式数(自己株式控除後)によ

り算出しております。 
＊ 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キャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての

負債を対象としております。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
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の支払額を使用しております。 
＊ 債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍してお

ります。 
 
（３）通期の業績見通し 
今後の経済情勢につきましては、原油価格や素材市況の高騰が影響を及ぼす懸念はありますが、

好調な企業収益を背景とした設備投資の増加や、雇用・所得環境の改善に伴う個人消費の伸長等

が下支えとなり、好景気基調は今しばらく持続するものと思われます。 
このような状況下で当社は、引き続き「安定した収益の確保・拡大」を最重点課題と捉え、社

員個々の意識改革を踏まえた「新たな仕事の仕組み造り」への取り組みを一層加速し、製品原価

の低減と、変化に即応できる生産システムの構築を目指し、安定的に利益を生み出す企業体質へ

の転換を図ってまいります。 
通期の業績につきましては、売上高 5,620 百万円、営業利益 340 百万円、経常利益 330 百万円、

当期純利益 200 百万円となる予想であります。 
また、当期が当社の創立 70 周年に当たることから、通常配当に、記念配当を 2 円加えて 7 円配

当とする予想であります。 
 

（４）事業等のリスク  
  ① 人材の確保及び育成について 

 当社の今後の発展には、電源設計、機械設計・制御（ソフト含む）設計等の技術者と、

それら商品の製造技術者及びその他のコア人材に大きく依存することとなるため、有能

な人材の確保と育成を重要な経営課題として捉えておりますが、今後においても、当該

方針を維持しつつ、更なる業績の向上を図るためには、従来以上に人材の確保及び育成

が重要な経営課題となっています。 
しかしながら、これらの施策がうまく機能せず、当社の求める人材の確保や育成が計

画どおりに行えない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
  ② 研究開発と当社事業への影響について 

 当社は、開発型企業として研究開発に重点を置いており、次世代を意識した研究にも

積極的に取り組んでおります。当社は研究開発を進めるにあたって、当社単独での研究

開発と並行して、産学官連携による研究開発も推進しております。 
 今後も、当社単独での研究開発と、産学官連携での研究開発に注力し、次世代を意識

した研究開発も含めて推進してまいる所存でございます。 
 しかしながら、予期せぬ事態により研究開発費用が過大になった場合や、思うような

成果が得られず、当社の製品が顧客に受け入れられなかった場合には、当社の事業・経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
  ③ 品質等について 

 当社は、ISO9001 を軸とした諸規程と体制の整備により品質の確保に努めると共に、

製造物賠償責任保険（PL 保険）の付保によりリスクの低減を図っておりますが、予期で



 
             

                                          －８－  

きない天災・事故・工事の瑕疵の顕在化等により、大きな損失を被った場合、業績に影

響を及ぼす可能性があります。 
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４．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 ※２ 858,651 1,111,640 752,204 

２ 受取手形 ※３ 999,658 1,307,802 1,021,783 

３ 売掛金  1,052,423 900,997 1,164,450 

４ たな卸資産  660,585 514,250 545,105 

５ その他  36,866 28,118 37,911 

 貸倒引当金  △6,895 △4,765 △6,575 

流動資産合計   3,601,290 77.5 3,858,044 76.6  3,514,880 73.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1,2   

(1) 建物  207,703 201,522 200,293 

(2) その他  208,704 200,893 205,170 

有形固定資産合計   416,407 8.9 402,416 8.0  405,464 8.5

２ 無形固定資産   48,827 1.1 59,909 1.2  51,239 1.1

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２ 287,685 307,653 372,250 

(2) 投資保険料  243,949 270,497 266,890 

(3) その他  69,014 150,527 162,153 

 貸倒引当金  △18,440 △14,391 △14,391 

投資その他の資産 
合計 

  582,208 12.5 714,287 14.2  786,901 16.5

固定資産合計   1,047,443 22.5 1,176,612 23.4  1,243,605 26.1

資産合計   4,648,733 100.0 5,034,656 100.0  4,758,486 100.0
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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 ※３ 1,006,831 1,078,017 818,491 

２ 買掛金  218,731 267,512 239,063 

３ 短期借入金 ※２ 912,204 879,988 879,988 

４ 未払費用  251,114 271,645 253,584 

５ 未払法人税等  5,297 81,120 36,420 

６ その他  52,440 70,624 109,777 

流動負債合計   2,446,618 52.6 2,648,907 52.6  2,337,325 49.1

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 136,673 161,691 191,685 

２ 繰延税金負債  37,201 45,797 70,451 

３ 退職給付引当金  517,665 477,565 472,904 

固定負債合計   691,539 14.9 685,054 13.6  735,041 15.5

負債合計   3,138,158 67.5 3,333,961 66.2  3,072,367 64.6

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   503,000 10.8 ― ―  503,000 10.6

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  225,585 ― 225,585 

２ その他資本剰余金  ― ― 74 

資本剰余金合計   225,585 4.9 ― ―  225,660 4.7

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  112,229 ― 112,229 

２ 任意積立金  350,000 ― 350,000 

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

 204,977 ― 330,138 

利益剰余金合計   667,207 14.3 ― ―  792,367 16.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  120,641 2.6 ― ―  171,837 3.6

Ⅴ 自己株式   △5,858 △0.1 ― ―  △6,746 △0.1

資本合計   1,510,575 32.5 ― ―  1,686,119 35.4

負債・資本合計   4,648,733 100.0 ― ―  4,758,486 100.0
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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   ― ― 503,000 10.0  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 225,585 ― 

(2) その他資本剰余金  ― 74 ― 

資本剰余金合計   ― ― 225,660 4.5  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 112,229 ― 

(2) その他利益剰余金    

特別積立金  ― 450,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 285,527 ― 

利益剰余金合計   ― ― 847,757 16.8  ― ―

４ 自己株式   ― ― △7,404 △0.1  ― ―

株主資本合計   ― ― 1,569,012 31.2  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券 
 評価差額金 

  ― ― 131,682 2.6  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 131,682 2.6  ― ―

純資産合計   ― ― 1,700,694 33.8  ― ―

負債純資産合計   ― ― 5,034,656 100.0  ― ―
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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   2,972,380 100.0 2,912,488 100.0  5,750,864 100.0

Ⅱ 売上原価 ※３  2,260,295 76.0 2,225,581 76.4  4,382,941 76.2

売上総利益   712,084 24.0 686,907 23.6  1,367,923 23.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３  587,328 19.8 500,370 17.2  1,078,926 18.8

営業利益   124,755 4.2 186,536 6.4  288,996 5.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  5,177 0.2 5,633 0.2  11,572 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  10,957 0.4 11,991 0.4  18,890 0.3

経常利益   118,974 4.0 180,179 6.2  281,678 4.9

Ⅵ 特別利益   1,947 0.1 2,039 0.1  2,314 0.0

Ⅶ 特別損失   2,099 0.1 8,752 0.3  8,121 0.1

税引前中間(当期) 
純利益 

  118,822 4.0 173,466 6.0  275,871 4.8

法人税、住民税 
及び事業税 

  1,071 0.0 73,380 2.5  32,959 0.6

中間(当期)純利益   117,751 4.0 100,085 3.5  242,912 4.2

前期繰越利益   87,225  87,225

中間(当期)未処分 
利益 

  204,977  330,138
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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

その他

資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益 

準備金
特別積立金

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) 503,000 225,585   74 225,660 112,229 350,000 330,138 792,367 △6,746 1,514,281

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当（注）   △38,996 △38,996  △38,996

 特別積立金の積立（注）   100,000 △100,000 ―  ―

 役員賞与の支払（注）   △5,700 △5,700  △5,700

 中間純利益   100,085 100,085  100,085

 自己株式の取得    △658 △658

 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) 
   ―   ―   ―   ―    ―  100,000 △44,610 55,389 △658 54,731

平成18年９月30日残高(千円) 503,000 225,585   74 225,660 112,229 450,000 285,527 847,757 △7,404 1,569,012

 

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) 171,837 1,686,119

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当（注） △38,996

 特別積立金の積立（注） ―

 役員賞与の支払（注） △5,700

 中間純利益 100,085

 自己株式の取得 △658

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△40,155 △40,155

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△40,155 14,575

平成18年９月30日残高(千円) 131,682 1,700,694

    （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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(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 

  

１ 税引前中間(当期)純利益  118,822 173,466 275,871
２ 減価償却費  25,393 27,559 51,993
３ 貸倒引当金の減少額  △1,947 △1,810 △6,316
４ 退職給付引当金の増加額 
  (△減少額） 

 △14,059 4,660 △58,819

５ 受取利息及び受取配当金  △2,515 △2,923 △4,648
６ 支払利息  8,705 8,184 16,398
７ 固定資産除却損  2,099 652 8,121
８ 売上債権の減少額 
  (△増加額) 

 154,982 △49,637 71,597

９ たな卸資産の減少額  33,850 30,854 149,330
10 仕入債務の増加額 
  (△減少額) 

 △91,068 298,598 △263,081

11 その他  4,635 △534 22,266

小計 
 
 

238,898 489,070 262,713

12 利息及び配当金の受取額  2,515 2,923 4,648
13 利息の支払額  △10,037 △12,171 △19,746
14 法人税等の支払額  △2,142 △28,451 △2,142

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 229,234 451,370 245,473

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 定期預金の払戻 
  による収入 

 ― ― 50,000

２ 投資有価証券の取得 
  による支出 

 △190 △213 △310

３ 長期貸付金の貸付 
  による支出 

 ― △600 ―

４ 長期貸付金の回収 
  による収入 

 1,157 1,036 2,179

５ 有形固定資産の取得 
による支出 

 △42,876 △13,959 △59,858

６ 無形固定資産の取得 
  による支出 

 △8,513 △17,163 △12,293

７ その他  △679 7,744 △25,386

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △51,102 △23,155 △45,669

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金純増減額  ― ― △20,000
２ 長期借入による収入  ― ― 100,000
３ 長期借入金の返済 
  による支出 

 △63,334 △29,994 △120,538

４ 配当金の支払額  △38,028 △38,127 △38,130
５ その他  △848 △658 △1,661

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △102,210 △68,779 △80,330

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  75,921 359,435 119,474
Ⅴ 現金及び現金同等物の 

期首残高 
 355,730 475,204 355,730

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 431,651 834,640 475,204
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

 
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 

  関連会社株式 

   移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

  関連会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

  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 

    期末決算日の市場

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 

  製品及び仕掛品 

   個別法による原価法

  材料 

   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 

   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

法と同一基準による。

(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 

   ただし、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) 長期前払費用 

  均等償却 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 
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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 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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い

る。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 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

る額を計上している。

なお、会計基準変更時

差異(970,074千円)に

ついては、15年による

按分額を費用処理して

いる。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(2) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、期末にお

ける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基

づき計上している。 

   なお、会計基準変更

時差異(970,074千円)

については、15年によ

る按分額を費用処理し

ている。 

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 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジによって

いる。 

―――― (1) ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジによって

いる。 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段…金利ス

ワップ 

ヘッジ対象…借入金

の利息 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段…金利ス

ワップ 

ヘッジ対象…借入金

の利息 

 (3) ヘッジ方針 

   内部規定に基づき、

ヘッジ対象に係る金利

変動リスクを一定の範

囲内でヘッジしてい

る。 

 (3) ヘッジ方針 

   内部規定に基づき、

ヘッジ対象に係る金利

変動リスクを一定の範

囲内でヘッジしてい

る。 
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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 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方
  法 
   ヘッジ対象のキャッ

シュ・フロー変動の累
計とヘッジ手段のキャ
ッシュ・フロー変動の
累計を比較し、両者の
変動額を基礎にして、
ヘッジ有効性を評価し
ている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(4) ヘッジ有効性評価の方
  法 
   ヘッジ対象のキャッ

シュ・フロー変動の累
計とヘッジ手段のキャ
ッシュ・フロー変動の
累計を比較し、両者の
変動額を基礎にして、
ヘッジ有効性を評価し
ている。 

 

６ 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 

 手許現金、要求払預金及

び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の

高い、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

ない短期的な投資。 

同左 同左 

７ 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、

税抜方式によっている。 

 なお、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

めて表示している。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、

税抜方式によっている。 
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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） ―――― （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）を適用している。 

 これによる損益に与える影響はな

い。 

  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。 

 これによる損益に与える影響はな

い。 

―――― （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等） 

（自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準等の一部改

正） 

 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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）並びに改正後の「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 最終改

正平成18年８月11日 企業会計基準

第１号）及び「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 最

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準適用指針第２号)を適用してい

る。 

 これによる損益に与える影響はな

い。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は1,700,694千円で

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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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) 

―――― （役員賞与に関する会計基準） ―――― 

  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

ている。 

 なお、これによる損益に与える影

響はない。 

 

   

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 有形固定資産減価償却累計額 

1,066,038千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

1,055,076千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

1,048,345千円

※２ 担保資産 

 定期預金 427,000千円

 建物・構築物 214,877千円

 土地 108,730千円

 投資有価証券 130,638千円

   短期借入金800,000千円なら

びに長期借入金32,208千円

(１年内返済予定長期借入金

を含む)の担保として差入れ

ている。 

※３   ――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 担保資産 

 定期預金 377,000千円

 建物・構築物 201,806千円

 土地 8,316千円

 投資有価証券 21,490千円

   短期借入金780,000千円の担

保として差入れている。 

 

 

 

※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

済処理をしている。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。 

 

   受取手形   123,172千円 

   支払手形   167,465千円 

※２ 担保資産 

 定期預金 377,000千円

 建物・構築物 200,615千円

 土地 8,316千円

 投資有価証券 20,650千円

   短期借入金780,000千円の担

保として差入れている。 

 

 

 

※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 

 受取利息 124千円

 受取配当金 2,391千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

 受取利息 546千円

 受取配当金 2,376千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

 受取利息 675千円

 受取配当金 3,972千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

 支払利息 8,705千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

 支払利息 8,184千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

 支払利息 16,398千円
 

※３ 減価償却実施額 

 有形固定資産 19,845千円

 無形固定資産 5,547千円
 

※３ 減価償却実施額 

 有形固定資産 19,066千円

 無形固定資産 8,493千円
 

※３ 減価償却実施額 

 有形固定資産 40,228千円

 無形固定資産 11,765千円
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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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(千株) 7,843 ― ― 7,843 
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 43,796 2,457 ― 46,253 
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りである。 

 単元未満株式の買取りによる増加 2,457株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項なし。 
 

４ 配当に関する事項 

 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 38,996 ５ 平成18年３月31日 平成18年６月30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 858,651千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△427,000千円

現金及び現金同等物 431,651千円

  

 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 1,111,640千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△277,000千円

現金及び現金同等物 834,640千円

  

 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 752,204千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△277,000千円

現金及び現金同等物 475,204千円
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(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) 

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 

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 

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 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 
有形 

固定資産 
その他 

無形 
固定資産 

合計 

 (千円) (千円) (千円) 

取得価額 
相当額 

17,062 20,630 37,693 

減価償却 
累計額 
相当額 

9,028 10,409 19,437 

中間期末 
残高 
相当額 

8,034 10,221 18,255 

  

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 
有形 

固定資産
その他

無形 
固定資産

合計 

 (千円) (千円) (千円)

取得価額
相当額 

15,074 20,630 35,704

減価償却
累計額 
相当額 

10,269 14,535 24,805

中間期末
残高 
相当額 

4,804 6,095 10,899

  

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

 
有形 

固定資産 
その他 

無形 
固定資産 

合計 

 (千円) (千円) (千円)

取得価額
相当額 

15,404 20,630 36,034

減価償却
累計額 
相当額 

9,070 12,472 21,542

期末残高
相当額 

6,333 8,158 14,492

  
② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 7,476千円

１年超 12,132千円

合計 19,608千円
 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 7,479千円

１年超 4,652千円

合計 12,132千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 7,382千円

１年超 8,423千円

合計 15,805千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 4,111千円

減価償却費相当額 3,769千円

支払利息相当額 365千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 3,912千円

減価償却費相当額 3,592千円

支払利息相当額 239千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 8,217千円

減価償却費相当額 7,533千円

支払利息相当額 667千円
 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ている。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ・利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によってい

る。 

 ・利息相当額の算定方法 

同左 

 ・利息相当額の算定方法 

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) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

その他有価証券 
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 114,789 266,791 152,002

(2) その他 15,002 20,843 5,841

合計 129,792 287,635 157,843

 

２ 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) 

(1) 関連会社株式 19,000

(2) その他有価証券 

   非上場株式 50

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

その他有価証券 
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 115,120 282,977 167,856

(2) その他 15,002 24,626 9,623

合計 130,123 307,603 177,479

 

２ 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) 

(1) 関連会社株式 19,000

(2) その他有価証券 

   非上場株式 50
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前事業年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 114,907 345,412 230,504

(2) その他 15,002 26,787 11,784

合計 129,910 372,200 242,289

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) 関連会社株式 19,000

(2) その他有価証券 

   非上場株式 50

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

すべてヘッジ会計を適用しているため、注記の対象から除いている。 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

金利関連 

区分 種類 

 

契約額等 

(千円) 

契約額等のうち

１年超(千円) 

時価 

(千円) 

評価損益 

(千円) 

市場取引以外の 

取引 

金利スワップ取引 

受取変動 

支払固定 

 

200,000

 

 

200,000

 

 

△2,855 

 

 

△2,855

 

 (注) １ 時価の算定方法 

       取引先金融機関から提示された価格に基づき算定している。 

    ２ 上記金利スワップ契約における想定元本は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク 

     を示すものではない。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

すべてヘッジ会計を適用しているため、注記の対象から除いている。 
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(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)

関連会社に対する投資の金額(千円) 19,000 19,000 19,000 

持分法を適用した場合の投資の金額 

(千円) 
62,469 66,641 63,451 

持分法を適用した場合の投資利益の 

金額(千円) 
4,436 3,189 5,418 

 

(ストック・オプション等) 

該当事項なし。 

 

 (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 193.62円

 

１株当たり純資産額 218.13円

 

１株当たり純資産額 215.46円

 

１株当たり中間純利益 15.09円

 

１株当たり中間純利益 12.83円

 

１株当たり当期純利益 30.40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

式がないため記載していない。 

 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

式がないため記載していない。 

 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

式がないため記載していない。 

(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)

中間(当期)純利益 
(千円) 

117,751 100,085 242,912

普通株主に帰属しない 
金額(千円) 
(利益処分による役
員賞与金) 

         ― 
(―)

― 
(―)

5,700 
(5,700)

普通株式に係る中間 
(当期)純利益(千円) 

117,751 100,085 237,212

期中平均株式数(千株) 7,803 7,798 7,802

 



－25－ 

５．販売及び受注の状況 

 (１)販売実績                                 （単位：千円） 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

 自 平成１７年４月 １日 自 平成１８年４月 １日 自 平成１７年４月 １日 

 至 平成１７年９月３０日 至 平成１８年９月３０日 至 平成１８年３月３１日 

  （％）  （％）  （％）

電源機器 826,557 （27.8） 977,884 （33.6） 1,551,699 （27.0）

 〔133,232〕 〔170,174〕 〔199,776〕 

    

表面処理装置 849,899 （28.6） 722,146 （24.8） 1,517,608 （26.3）

 〔6,735〕 〔15,700〕 〔8,035〕 

    

電気溶接機 590,788 （19.9） 472,024 （16.2） 1,091,917 （19.0）

 〔142,455〕 〔136,408〕 〔252,795〕 

    

環境機器 151,796 （5.1） 218,163 （7.5） 348,425 （6.1）

 〔40,573〕 〔23,544〕 〔70,714〕 

    

電解加工機 140,002 （4.7） 124,313 （4.3） 240,475 （4.2）

 〔300〕 〔1,754〕 〔300〕 

    

その他 120,308 （4.0） 90,310 （3.1） 428,055 （7.4）

 〔24,879〕 〔21,687〕 〔47,267〕 

    

修理・部品 293,028 （9.9） 307,646 （10.5） 572,682 （10.0）

 〔  ―〕 〔  ―〕 〔88,800〕 

    

合計 2,972,380 （100.0） 2,912,488 （100.0） 5,750,864 （100.0）

〔うち輸出〕 〔348,175〕  〔369,268〕  〔667,688〕  
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 (２)受注状況                                 （単位：千円） 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

  自 平成１７年４月  １日 自 平成１８年４月 １日 自 平成１７年４月 １日 

  至 平成１７年９月３０日 至 平成１８年９月３０日 至 平成１８年３月３１日 

  （％）  （％）  （％）

電 源 機 器 831,916 （29.2） 831,674 （29.3） 1,578,313 （29.0）

    

表面処理装置 669,536 （23.5） 573,839 （20.2） 1,282,739 （23.6）

   

電 気 溶 接 機 584,577 （20.6） 486,286 （17.2） 1,020,583 （18.8）

   

環 境 機 器 137,264 （4.8） 209,307 （7.4） 356,760 （6.6）

   

電 解 加 工 機 107,189 （3.8） 121,508 （4.3） 260,175 （4.8）

   

そ の 他 221,286 （7.8） 302,379 （10.7） 365,425 （6.7）

   

修 理 ・ 部 品 293,028 （10.3） 307,646 （10.9） 572,682 （10.5）

   

合    計 2,844,800 （100.0） 2,832,642 （100.0） 5,436,681 （100.0）

 

 (３）受注残高状況                               （単位：千円） 

 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

    

 (平成１７年９月３０日現在) (平成１８年９月３０日現在) (平成１８年３月３１日現在)

  （％）  （％）  （％）

電 源 機 器 421,773 （25.2） 296,818 （21.1） 443,028 （29.8）

    

表面処理装置 730,292 （43.7） 527,479 （37.6） 675,786 （45.6）

   

電 気 溶 接 機 236,867 （14.2） 186,006 （13.2） 171,744 （11.6）

   

環 境 機 器 49,950 （3.0） 63,961 （4.6） 72,817 （4.9）

   

電 解 加 工 機 45,532 （2.7） 95,240 （6.8） 98,045 （6.6）

   

そ の 他 186,477 （11.2） 234,938 （16.7） 22,869 （1.5）

   

修 理 ・ 部 品 ― （―） ― （―） ― （―）

   

合    計 1,670,892 （100.0） 1,404,442 （100.0） 1,484,289 （100.0）

 




