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平成 19 年 3 月期    中間決算短信（連結）          平成 18 年 11 月 17 日 

上 場 会 社 名          ホ ク シ ン 株 式 会 社                     上場取引所     東 大 
コ ー ド 番 号            ７８９７                                      本社所在都道府県  大阪府 
（ＵＲＬ  http://www.hokushinmdf.co.jp/ ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 平 良 秀 男 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長  氏名 西 丸 義 孝   ＴＥＬ (072) 438 － 0141 
決算取締役会開催日   平成 18 年 11 月 17 日 
親会社等の名称 兼松株式会社（コード番号：8020）  親会社等における当社の議決権所有比率 30.6％ 
米国会計基準採用の有無   無                                           
 
１． 18 年 9 月中間期の連結業績（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日） 
(1)連結経営成績                                  (百万円未満切捨表示) 
 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 
5,733   △0.6  
5,768   △1.6  

115   △41.8  
198   △16.3  

97   △49.8  
193    26.0  

18年 3月決算期 11,519        327        337        
 

 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 

63  △59.6  
156   75.2  

2.23  
5.52  

―   
―   

18年 3月決算期 330       11.52  ―   
(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(連結) 18 年 9 月中間期  28,366,413 株 17 年 9 月中間期 28,367,723 株 
 18 年 3 月期   28,367,259 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)連結財政状態 
 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 

9,127   
9,123   

3,110   
2,916   

33.9   
32.0   

109.08   
102.82   

18年 3月決算期 8,870   3,117   35.1   109.77   
(注)期末発行済株式数(連結) 18 年 9 月中間期 28,366,149 株 17 年 9 月中間期 28,367,101 株 
 18 年 3 月期 28,366,540 株 
 
(3)連結キャッシュ･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 

303   
143   

△387   
△116   

△145   
△307   

812   
960   

18年 3月決算期 526   △274   △451   1,041   
 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  １社 持分法適用非連結子会社数   ０社 持分法適用関連会社数   ０社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  ０社 (除外)   ０社    持分法 (新規)   ０社 (除外)   ０社 
 
２．19 年 3月期の連結業績予想（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 11,800 330 285 
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）   10 円 5 銭 
 

※ 上記の予想は、本資料の発表時現在において、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異なる場合があります。 
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１．企業集団の状況 
当社の企業集団は、当社と子会社１社及びその他の関係会社１社で構成され、ＭＤＦ（Medium Density 

Fiberboard）の製造、販売を主な事業内容としております。 
子会社のＣ＆Ｈ株式会社は、当社の製品の販売及びパートナーであるカーター・ホルト・ハーベイ社製の

輸入商品の販売を行っております。 
また、カーター・ホルト・ハーベイ社の商品の一部は、その他の関係会社である兼松株式会社を通じて輸

入しております。 
事業の系統図は次のとおりであります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２．経営方針 
１．経営の基本方針 

当社グループは創業以来、「木材の有効利用」を基本理念として、木材チップを主原料に社会的要求であ
る健康住宅を志向したノンホルム化及び超低ホルム化製品や、高耐水性・高耐久性を要求される住宅関連製
品を生産し、市場に供給しております。また、木質廃材やリサイクルチップ（建築解体材等）の利用により
「自然環境の保護」に寄与しております。そして、相互信頼に基づく安定した取引で適切な利益を確保し、
株主や顧客をはじめ関係各位の期待に応えるための営業努力を続けてまいります。 

 

２．利益配分に関する基本方針 

利益配分につきましては、企業体質の強化に必要な内部留保の確保に努め、安定的な配当の継続を重視す
るとともに、業績を反映した利益還元を行うことを基本方針としております。 

内部留保金につきましては、安定的な経営基盤の確保と設備投資等の資金需要に備える所存であります。 

（連結子会社） 
Ｃ＆Ｈ株式会社 

ＭＤＦ製造・販売・開発 

カーター・ホルト・ハーベイ社 

本社：ニュージーランド 

工場：オーストラリア 

ニュージーランド 

得意先 

（その他の関係会社） 
兼松株式会社 

仕入 

仕入 

仕入 

販売 

販売 

当社 
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３．目標とする経営指標 

当社では、利益配分の基本方針に従って、長期的な安定配当を維持継続し、企業価値の増大による利益還
元を行うことに注力しており、株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）の向上を目指し業務に励む所存であります。 

 

４．中長期的な会社の経営戦略 

当社は、平成 17 年５月に発表しました「新３ヵ年計画」の経営方針に基づき、収益の拡大、コストダウ
ンの追求及び財務体質の改善に取り組んでおります。 

収益面においては、子会社のＣ＆Ｈ株式会社の営業基盤を従来の６グループ制から３ビジネスユニット制
の組織に改変し、営業戦略を明確化することにより高付加価値製品の拡販及び高耐水・低ホルマリンの高付
加価値製品に特化し収益拡大を目指しております。また、輸入品においては、厚物の価格優位性を基に、住
宅汎用市場の拡大に向けて営業活動を展開しております。 

製造コスト面においては、ISO14001:2004（環境マネジメントシステム）を昨年８月 16 日に認証取得し、
環境に対する負荷の減少に積極的に取組んでおり、リサイクルの推進により製造コストの更なる低減を追求
しております。また、コージェネ設備更新によるエネルギーコストの削減に取り組んでまいります。 
管理面では、IT基幹システムの再構築による業務面の改善と効率化を推進していきます。 
財務面においては有利子負債の削減に引き続き注力いたします。 

 

５．会社の対処すべき課題 

当社グループを取り巻く環境は、原油価格及び為替の動向並びに国内住宅市場の不透明感など依然として
厳しい状況が続くものと予想されます。 
このような環境下、収益の改善に向け、高耐水性、高耐久性の品質の維持・向上を図りながら、製造コス

トの低減に努めてまいります。 
また、販売面においては、高耐水・低ホルマリン機能を取り込んだ高付加価値商品に特化し、住宅汎用市

場での販売活動を更に進めてまいります。また、構造用需要の拡大に向けて、住宅メーカーなどに食い込み
シェアーを伸ばしていく所存です。 
なお販売価格改定については、お客様のご理解をいただき実施してまいりましたが、下期も一部原材料コ

ストのアップが見込まれ、引き続き販売価格の改善に取組みたいと考えております。 
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３．経営成績及び財政状態 
（１）経営成績 

当中間連結会計期間の国内経済は、原油価格の動向が内外の経済へ与える影響等に不安材料を抱えながら
も、内需の中心である個人消費と企業の設備投資が増加しており、雇用情勢についても新規求人数が増加傾
向にあるなど、景気は全般的に緩やかな回復基調で推移しました。 
当社グループに関連の深い住宅業界におきましては、貸家系の増加基調と大規模物件の分譲等を背景に、

新設住宅着工戸数は緩やかに増加し、当中間期では 66 万４千戸（前年同期比 3.8%増）と好調を維持してお
ります。なお、ＭＤＦ使用比率の高い「持家」分野においては、前年同期比 3.4%増の 19 万７千戸となりま
した。 
このような環境の中、販売面においては輸入合板の供給減に伴う合板価格の断続的な上昇により、一部顧

客の獲得に繋がったものの、国内外のＭＤＦメーカーとの販売競争が激化し苦戦を強いられました。 
この結果、当中間連結会計期間の売上高は、57億 33百万円（前年同期比0.6%減）となりました。このう

ち国内製品では、スターウッドが建材ユーザー向けが順調に伸びたことにより19億68百万円（同5.0%増）
と好調でしたが、スターウッドＴＦＢは、構造用用途のメインユーザーであるパワービルダーの着工戸数減
少により15億21百万円（同5.2%減）となりました。 
一方、輸入商品等につきましては、輸入先の一工場が閉鎖となりましたが、売上は22億42百万円（同2.0%

減）とわずかに減少したに止まりました。 
利益面では、原油価格の高騰による原材料価格の上昇を吸収するため、販売価格の値上げに踏み切りまし

たが、その効果が下期にずれ込むこともあり、物流費用と経費の減少はありましたが、経常利益は97百万円
（同49.8%減）となりました。中間純利益は環境対策引当金として24百万円を計上したことにより、63百万
円（同59.6%減）となりました。 

 
通期の見通し 
今後の見通しは、米国を中心とした外需が鈍化することにリスク要因があるものの、企業部門の好調さが

家計部門へ波及しており、民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれています。 
住宅投資についても、雇用者所得の増加、緩和的な金融環境、地価の底値感の台頭などを背景に、緩やか

な増加基調で推移することが予想されており、前年に引き続き堅調に推移するものと思われます。 
当社グループはこの様な見通しの中、高付加価値製品の拡販による業績の向上と販売価格の改善に努めま

す。また、製造部門では引き続きコストの削減に全力を尽くす所存であります。 
以上により、当社グループの平成19年３月期の業績の見通しは、連結売上高11,800百万円、連結経常利

益330百万円、連結純利益285百万円を見込んでおります。 
 
（２）財政状態 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、８億12百万円と前年同
期比１億47百万円減少しました。 
当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 
営業活動によって得られた資金は、前年同期比１億 60 百万円増加し、３億３百万円となりました。こ

れは、税金等調整前中間純利益68百万円、減価償却費１億48百万円、割引手形の増加額85百万円及び
環境対策引当金として環境対策費用24百万円を計上したことなどによるものです。 

 
（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、３億87百万円となり前年同期比２億71百万円増加しました。 
これは主に水質汚染を抑制する環境設備投資及び製品品質の維持、向上を目的とした有形固定資産の取

得による支出１億51百万円、長期性預金への預入れによる支出１億円、投資有価証券の取得95百万円及
び作業効率、事務効率の向上を目的とした基幹システム構築のためのソフトウェア開発への支出 43 百万
円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） 
財務活動の結果使用した資金は、１億45百万円となり前年同期比１億62百万円減少しました。 
これは主に長期借入による収入１億87百万円と長期借入金の返済による支出１億61百万円、社債の償

還による支出１億円及び配当金の支払額70百万円などがあったことによるものです。 
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（キャッシュ・フロー指標群） 
第55期 第56期 第57期 

 
平成16年9月期中 平成17年3月期 平成17年9月期中 平成18年3月期 平成18年9月期中 

自己資本比率（％） 26.0 30.7 32.0 35.1 33.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 46.1 83.5 78.7 97.2 68.7 

債務償却年数（年） ─ 10.7 ─ 5.8 ─ 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 4.3 2.5 2.8 6.1 11.5 

※自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
債務償却年数：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、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
※株式時価総額は、中間期末株価終値×中間期末発行済株式総数（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、連結キャッシュ・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。有利子負債は、連結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、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額
を使用しております。 

 
（３）事業等のリスク 

当社グループの事業に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考え
られる主な事項を記載しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発
生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 
本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計期間末において判断

したものであります。 
 

(1)経済の状況 
当社グループの事業に関連の深い住宅市場及びその関連市場は、経済の状況に大きく左右されます。好

況時の個人消費が旺盛なときは、総じて業績も好調に推移しますが、景気が後退し個人消費が低迷すると
業績も下降する可能性があります。また、海外メーカーより低価格の完成品及び半製品の輸入が拡大し、
日本の建材加工メーカーが衰退するようなことがあると業績に大きく影響します。 

 
(2)原材料価格の高騰 
当社グループの製品の原材料となる接着剤原料は、長年の安定した取引先より供給されておりますが、

原油価格の高騰が接着剤原料にまで波及しており製造原価に悪影響が出ております。それを販売価格に転
嫁できない場合は利益率が下がり、利益が減少する可能性があります。 

 
(3)木材チップの供給 
当社グループの製品の原材料となる木材チップの90％は海外からの輸入に依存しています。安定した取

引先を東南アジアに確保しておりますが、木材資源国での伐採規制が強化される中、東南アジアの木材産
業が衰退、縮小することがあると原材料の確保が困難になり、会社の存続に影響を及ぼすことになります。
当社は供給リスクを回避するため、木材チップの新しい供給先のリサーチ、建築解体材等のリサイクルチ
ップの利用及び早成樹（アカシア・ユーカリ等）を使用した製品の開発に日々研究を重ねております。 

 
(4)為替レートの変動 
当社グループの製品は為替レートの変動に少なからず影響を受けます。円高の場合、主要原材料である

木材チップ及び輸入商品は、製造原価及び仕入原価の低減に寄与しますが、その反面、海外ＭＤＦメーカ
ーの日本市場参入を容易にし、価格競争が激化するなどの現象も生じ、業績に影響を受ける可能性があり
ます。逆に円安の場合には、チップ及び輸入商品の仕入価格が上昇し、販売価格に転嫁できなければ収益
減少要因となり利益が低下するリスクがあります。このため当社は、市場の動向を注視しつつ、適切な為
替予約の実施等により安定した収益の確保に努めております。 
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４ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 
 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(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  960,004  812,500  1,041,961  

２ 受取手形及び売掛金  1,622,458  1,690,496  1,415,844  

３ たな卸資産  2,393,426  2,143,180  2,131,762  

４ その他  156,062  106,359  102,559  

流動資産合計  5,131,953 56.3 4,752,537 52.1 4,692,128 52.9 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※１       

(1) 建物及び構築物 ※２ 643,067  650,306  642,920  

(2) 機械装置及び 
  運搬具 

 1,721,671  1,644,962  1,669,891  

(3) 土地 ※２ 76,310  76,310  76,310  

(4) 建設仮勘定  ―  11,650  630  

(5) その他  24,261  24,527  26,440  

有形固定資産合計  2,465,310 27.0 2,407,756 26.4 2,416,192 27.2 

２ 無形固定資産  14,957 0.1 206,384 2.2 105,270 1.2 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  752,369  883,954  882,708  

(2) 長期貸付金  13,162  11,132  12,150  

(3) 信託土地 ※２ 709,261  709,261  709,261  

(4) その他  42,133  162,571  58,557  

(5) 貸倒引当金  △6,100  △6,100  △6,100  

投資その他の資産 
合計  1,510,826 16.6 1,760,819 19.3 1,656,577 18.7 

固定資産合計  3,991,094 43.7 4,374,961 47.9 4,178,040 47.1 

資産合計  9,123,047 100.0 9,127,499 100.0 8,870,168 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(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 支払手形及び買掛金 ※５ 2,289,333  2,245,603  1,910,663  

２ 短期借入金  1,250,000  600,000  600,000  

３ １年以内に償還予定 
  の社債 

 100,000  200,200  200,200  

４ １年以内に返済予定 
  の長期借入金 ※2.3 1,173,400  506,500  363,200  

５ 未払法人税等  20,162  10,069  14,723  

６ 賞与引当金  91,450  94,145  93,204  

７ その他  303,877  269,110  284,482  

流動負債合計  5,228,223 57.3 3,925,627 43.0 3,466,473 39.1 

Ⅱ 固定負債        

１ 社債  100,000  499,700  599,800  

２ 長期借入金  431,500  1,037,500  1,155,000  

３ 繰延税金負債  46,769  26,941  65,280  

４ 退職給付引当金  331,424  361,969  364,293  

５ 環境対策引当金  ―  24,399  ―  

６ その他  52,356  140,737  85,368  

固定負債合計  962,050 10.5 2,091,248 22.9 2,269,743 25.6 

負債合計  6,190,273 67.8 6,016,875 65.9 5,736,216 64.7 

        

(少数株主持分)        

少数株主持分  16,112 0.2 ― ― 16,097 0.2 

        

(資本の部)        

Ⅰ 資本金  2,343,871 25.7 ― ― 2,343,871 26.4 

Ⅱ 利益剰余金  632,031 7.0 ― ― 806,407 9.0 

Ⅲ 土地再評価差額金  △126,602 △1.4 ― ― △126,602 △1.4 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

 68,171 0.7 ― ― 95,152 1.1 

Ⅴ 自己株式  △810 △0.0 ― ― △973 △0.0 

資本合計  2,916,661 32.0 ― ― 3,117,854 35.1 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 9,123,047 100.0 ― ― 8,870,168 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(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  ―  2,343,871 25.7 ―  

２ 利益剰余金  ―  794,910 8.7 ―  

３ 自己株式  ―  △1,060 △0.0 ―  

株主資本合計  ―  3,137,721 34.4 ―  

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証券 
  評価差額金  ―  39,270 0.4 ―  

２ 繰延ヘッジ損益  ―  43,754 0.5 ―  

３ 土地再評価差額金  ―  △126,602 △1.4 ―  

評価・換算差額等 
合計 

 ―  △43,577 △0.5 ―  

Ⅲ 少数株主持分  ―  16,479 0.2 ―  

純資産合計  ―  3,110,623 34.1 ―  

負債純資産合計  ― ― 9,127,499 100.0 ― ― 
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② 【中間連結損益計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(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   5,768,595 100.0  5,733,026 100.0  11,519,543 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,728,327 82.0  4,799,401 83.7  9,527,775 82.7 

売上総利益   1,040,267 18.0  933,625 16.3  1,991,767 17.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  841,950 14.6  818,235 14.3  1,664,567 14.5 

営業利益   198,317 3.4  115,390 2.0  327,199 2.8 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息及び配当金  2,168   4,724   3,832   

２ 土地信託配当金  9,050   9,252   18,101   

３ 賃貸収入  6,760   7,080   13,840   

４ 保険収入  ―   ―   37,722   

５ デリバティブ評価益  33,689   3,181   52,004   

６ その他  14,874 66,543 1.1 6,221 30,459 0.5 22,509 148,011 1.3 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  53,128   28,495   93,606   

２ 手形譲渡損  8,953   8,333   17,349   

３ 売上割引  9,680   10,796   19,426   

４ その他  30 71,792 1.2 1,209 48,834 0.8 6,931 137,314 1.2 

経常利益   193,067 3.3  97,014 1.7  337,896 2.9 

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益 ※２ ―   537   ―   

２ 投資有価証券売却益  ―   ―   17,067   

３ 関係会社株式売却益  ― ―  ― 537 0.0 44,955 62,023 0.6 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産除却損 ※３ 16,050   4,781   46,167   

２ 委託契約解約補償金  9,700   ―   9,700   

３ 環境対策費用  ―   24,470   ―   

４ その他  629 26,379 0.4 ― 29,251 0.5 1,204 57,071 0.5 

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  166,687 2.9  68,301 1.2  342,848 3.0 

法人税、住民税 
及び事業税   9,000 0.2  4,500 0.1  10,800 0.1 

少数株主利益   1,187 0.0  531 0.0  1,172 0.0 

中間(当期)純利益   156,500 2.7  63,269 1.1  330,876 2.9 
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③ 【中間連結剰余金計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(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) 

(利益剰余金の部)      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   550,051  550,051 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

 １ 中間(当期)純利益  156,500 156,500 330,876 330,876 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

 １ 配当金  70,920  70,920  

 ２ 役員賞与  3,600 74,520 3,600 74,520 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高   632,031  806,407 
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④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(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 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,343,871 806,407 △973 3,149,304 

中間連結会計期間中の変動額     

 剰余金の配当（注）  △70,916  △70,916 

 利益処分による役員賞与（注）  △3,850  △3,850 

 中間純利益  63,269  63,269 

 自己株式の取得   △86 △86 

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) 

 △11,496 △86 △11,583 

平成18年９月30日残高(千円) 2,343,871 794,910 △1,060 3,137,721 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 95,152 ― △126,602 △31,449 16,097 3,133,952 

中間連結会計期間中の変動額       

 剰余金の配当（注）      △70,916 

 利益処分による役員賞与（注）      △3,850 

 中間純利益      63,269 

 自己株式の取得      △86 

 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) △55,882 43,754 ― △12,127 381 △11,745 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △55,882 43,754 ― △12,127 381 △23,329 

平成18年９月30日残高(千円) 39,270 43,754 △126,602 △43,577 16,479 3,110,623 

（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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⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

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 

    

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 166,687 68,301 342,848 

減価償却費  152,142 148,558 315,757 

役員退職慰労引当金の減少額  △22,417 ― △22,417 

退職給付引当金の増加額又は 
減少額（△） 

 31,043 △2,324 63,912 

賞与引当金の増加額又は 
減少額（△） 

 △25 941 1,729 

環境対策引当金の増加額  ― 24,399 ― 

受取利息及び受取配当金  △2,168 △4,724 △3,832 

支払利息  53,128 28,495 93,606 

デリバティブ評価益（△）  △33,689 △3,181 △52,004 

固定資産除却損  16,050 4,781 46,167 

関係会社株式売却益  ― ― △44,955 

売上債権の増加額又は 
減少額（△） 

 △37,369 △360,328 138,749 

たな卸資産の増加額又は 
減少額（△） 

 △145,058 △11,418 116,606 

未払消費税等の増加額又は 
減少額（△） 

 756 △5,629 6,578 

仕入債務の増加額 
又は減少額（△） 

 △7,450 333,198 △387,029 

割引手形の増加額  70,912 85,676 76,408 

役員賞与の支払額  △3,600 △3,850 △3,600 

投資有価証券売却益  ― ― △17,067 

その他  △37,413 32,282 △50,795 

小計  201,530 335,176 620,661 

利息及び配当金の受取額  2,168 4,196 3,832 

利息の支払額  △50,692 △26,393 △85,342 

法人税等の支払額  △9,183 △9,154 △12,580 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 143,822 303,825 526,571 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

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) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

    

長期性預金の預入れによる支出  ― △100,000 ― 

投資有価証券の取得による支出  △49,920 △95,465 △175,948 

投資有価証券の売却による収入  ― ― 48,082 

関係会社株式の取得による支出  ― ― △12,615 

関係会社株式の売却による収入  6,000 ― 98,736 

有形固定資産の取得による支出  △66,434 △151,817 △222,479 

無形固定資産の取得による支出  ― △43,071 △519 

固定資産の除却に係る 
撤去費用等の支出 

 △4,120 △150 △7,075 

貸付金の回収による収入  1,008 1,017 2,020 

その他  △3,304 1,503 △4,277 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △116,770 △387,983 △274,074 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

    

短期借入金の純増加額又は 
純減少額（△） 

 100,000 ― △550,000 

長期借入による収入  ― 187,500 1,000,000 

長期借入金の返済による支出  △286,700 △161,700 △1,373,400 

社債の発行による収入  ― ― 643,375 

社債の償還による支出  △50,000 △100,100 △100,000 

配当金の支払額  △70,920 △70,916 △70,920 

その他  △257 △86 △420 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △307,877 △145,303 △451,365 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △280,825 △229,460 △198,868 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,240,830 1,041,961 1,240,830 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 960,004 812,500 1,041,961 
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中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社の数 １社 

  連結子会社の名称 

   Ｃ＆Ｈ株式会社 

(1) 連結子会社の数 １社 

  連結子会社の名称 

   Ｃ＆Ｈ株式会社 

(1) 連結子会社の数 １社 

  連結子会社の名称 

   Ｃ＆Ｈ株式会社 

 (2) 主要な非連結子会社 

非連結子会社はありま

せん。なお、非連結子会

社であった、STARWOOD 

AUSTRALIA PTY LTDは、平

成17年８月に清算手続き

が完了いたしました。 

(2) 主要な非連結子会社 

非連結子会社はあり

ません。 

(2) 主要な非連結子会社 

非連結子会社はあり

ません。なお、非連結子

会社であった、STARWOOD 

AUSTRALIA PTY LTDは、

平成17年８月に清算手

続きが完了いたしまし

た。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

持分法適用会社はありませ

ん。なお、非連結子会社であ

った、STARWOOD AUSTRALIA PTY 

LTDは、平成17年８月に清算手

続きが完了いたしました。 

持分法適用会社はありませ

ん。 

持分法適用会社はありませ

ん。なお、非連結子会社であ

った、STARWOOD AUSTRALIA PTY 

LTDは、平成17年８月に清算手

続きが完了いたしました。 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

連結子会社の中間決算日と

中間連結決算日は一致してお

ります。 

同左 連結子会社の決算日と連結

決算日は一致しております。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

 (1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

中間連結決算日前１ヶ月

間の市場価格等の平均に

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)によ

っております。 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

  中間連結決算日前１ヶ月

間の市場価格等の平均に

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)に

よっております。 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

連結決算日前１ヶ月間

の市場価格等の平均に

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)に

よっております。 

    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 

 ①商品及び製品 

総平均法による原価法 

(3) たな卸資産 

 ①商品及び製品 

同左 

(3) たな卸資産 

 ①商品及び製品 

同左 

  ②未着商品 

個別法による原価法 

 ②未着商品 

同左 

 ②未着商品 

同左 

  ③仕掛品及び原材料 

総平均法による原価法 

 ③仕掛品及び原材料 

同左 

 ③仕掛品及び原材料 

同左 

  ④貯蔵品 

最終仕入原価法による 

原価法 

 ④貯蔵品 

同左 

 ④貯蔵品 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

有形固定資産－定率法 

ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物(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、

主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び 
構築物 3年～50年

機械装置及び 
運搬具 4年～13年

 

有形固定資産－定率法 

ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物(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、

主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び 
構築物 3年～50年

機械装置及び 
運搬具 4年～15年

 

有形固定資産－定率法 

同左 

 無形固定資産－定額法 

なお、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。 

無形固定資産－定額法 

同左 

無形固定資産－定額法 

同左 

 (3) 重要な引当金の

計上基準 

(1) 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損

失にあてるため一般債

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 

 (2) 賞与引当金 

従業員等に対して支

給する賞与の支出にあ

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) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計

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

連結会計期間末におい

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、当連結会計

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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の

支給に備えるため、当社

内規に基づく中間期末

要支給額を計上してお

ります。 

なお、提出会社につい

ては、役員退職慰労金制

度を廃止し、平成17年６

月開催の定時株主総会

において打ち切り支給

が承認されたことに伴

い、役員退職慰労引当金

の全額を取崩しており

ます。 

― 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金

は、従来、役員の退職慰

労金の支給に備えるた

め、当社内規に基づく当

連結会計年度末要支給

額を計上しておりまし

たが、平成17年６月開催

の定時株主総会におい

て、打ち切り支給が承認

されたことに伴い、役員

退職慰労引当金の全額

を取崩しております。 

  (4) 環境対策引当金 

  「ポリ塩化ビフェニル（Ｐ

ＣＢ）廃棄物の適正な処

理の推進に関する特別

措置法」により処理が義

務付けられているＰＣ

Ｂ廃棄物の処理費用に

ついて、当中間連結会計

年度末における見積額

を計上しております。 

 

 (4) 重要なリース取

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) 重要なヘッジ会

計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採

用しております。なお、

振当処理の要件を満た

す為替予約については、

振当処理を行っており

ます。また、特例処理の

要件を満たす金利スワ

ップについては、特例処

理を行っております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段） 

為替予約取引および

金利スワップ取引 

  （ヘッジ対象） 

商品輸入取引および

借入金に係る利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段） 

為替予約取引および

金利スワップ取引 

  （ヘッジ対象） 

商品・原材料の輸入取

引および借入金に係

る利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段） 

為替予約取引および

金利スワップ取引 

  （ヘッジ対象） 

商品輸入取引および

借入金に係る利息 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (3) ヘッジ方針 

為替予約取引は、商品

の輸入取引に係る為替

変動リスクを回避し、安

定した購入価格を維持

する目的で行っており、

実需の範囲で実施して

おります。また、金利ス

ワップ取引は、借入金の

金利変動リスクを回避

する目的で行っており、

ヘッジ対象の識別は個

別契約毎に行っており

ます。 

(3) ヘッジ方針 

為替予約取引は、商品

および原材料の輸入取

引に係る為替変動リス

クを回避し、安定した購

入価格を維持する目的

で行っており、実需の範

囲で実施しております。

また、金利スワップ取引

は、借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で

行っており、ヘッジ対象

の識別は個別契約毎に

行っております。 

(3) ヘッジ方針 

為替予約取引は、商品

の輸入取引に係る為替

変動リスクを回避し、安

定した購入価格を維持

する目的で行っており、

実需の範囲で実施して

おります。また、金利ス

ワップ取引は、借入金の

金利変動リスクを回避

する目的で行っており、

ヘッジ対象の識別は個

別契約毎に行っており

ます。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引につい

ては、当該取引とヘッジ

対象になる負債又は予

定取引に関する重要な

条件が同一であり、ヘッ

ジ開始時及びその後も

継続して、相場変動又は

キャッシュ・フロー変動

を相殺することが事前

に想定されるため、有効

性の判定を省略してお

ります。金利スワップに

ついては、「金利スワッ

プの特例処理」の適用要

件を充足しております

ので、有効性の判定を省

略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (6) 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。 

同左 同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

フロー計算書)にお

ける資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(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 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(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。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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） 

当中間連結会計期間より、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。 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度より、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」(企業会計基準適用指

針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。 

――― (役員賞与に関する会計基準) 

当中間連結会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会計会計

基準第４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

する会計基準等) 

当中間連結会計期間から「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）を適用しており

ます。 

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は3,050,389千円であり

ます。 

当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部について

は、中間連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の中間連結財務諸表規則に

より作成しております。 

――― 
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表示方法の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

（損益計算書） 

１ 前中間連結会計期間まで営業外費用「その他」に含めて

表示していました「手形譲渡損」は、営業外費用の100分の

10を超えたため区分掲記しました。 

  なお、前中間連結会計期間における「手形譲渡損」の金

額は、8,895千円であります。 

 

２ 前中間連結会計期間まで営業外費用「その他」に含めて

表示していました「売上割引」は、営業外費用の100分の10

を超えたため区分掲記しました。 

  なお、前中間連結会計期間における「売上割引」の金額

は、5,160千円であります。 

――― 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

12,248,868千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

12,453,054千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

12,334,625千円 

※２  担保資産及び担保付債務 

    担保に供している資産は次の

とおりであります。 

建物 517,827千円

土地 76,310千円

信託土地 709,261千円

合計 1,303,398千円

上記物件は、１年以内に返済

予定の長期借入金1,000,000千

円の担保に供しております。 

※２     ――― 

 

※２     ――― 

※３ 財務制限条項 

   １年以内に返済予定の長期借入

金10億円については、当社の各

年度の決算期及び中間期末の末

日における貸借対照表上の資本

の部の金額が20億円を下回らな

いこととする財務制限条項が付

されております。 

※３     ―――  

    

※３     ――― 

 ４ 受取手形割引高 

1,429,559千円 

 ４ 受取手形割引高 

1,520,731千円 

 ４ 受取手形割引高 

1,435,055千円 

※５      ―――  ※５ 中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日満

期手形が中間連結会計期間末残高

に含まれております。 

支払手形 1,922千円
 

※５     ――― 
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(中間連結損益計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

運賃荷役費 374,986千円

役員報酬 30,888千円

給与賃金手当 126,893千円

減価償却費 10,064千円

賞与引当金 
繰入額 31,650千円

退職給付費用 21,498千円
役員退職慰労 
引当金繰入額 2,034千円

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

運賃荷役費 365,308千円

役員報酬 34,183千円

給与賃金手当 135,910千円

減価償却費 9,389千円

賞与引当金 
繰入額 34,845千円

退職給付費用 13,379千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

運賃荷役費 737,615千円

役員報酬 66,624千円

給与賃金手当 252,882千円

減価償却費 20,723千円

賞与引当金 
繰入額 33,404千円

退職給付費用 42,943千円
 

※２     ―――  ※２ 固定資産売却益 

機械装置及び 
運搬具 

537千円
 

※２     ―――  

※３ 固定資産除却損 

建物及び 
構築物 3,720千円

機械装置及び 
運搬具 7,900千円

工具器具備品 308千円

除却に伴う 
撤去費用等 

4,120千円

合計 16,050千円
 

※３ 固定資産除却損 

建物及び 
構築物 119千円

機械装置及び 
運搬具 4,432千円

工具器具備品 78千円

除却に伴う 
撤去費用等 

150千円

合計 4,781千円
 

※３ 固定資産除却損 

建物及び 
構築物 4,300千円

機械装置及び 
運搬具 34,482千円

工具器具備品 308千円

除却に伴う 
撤去費用等 

7,075千円

合計 46,167千円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（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 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(千株) 28,373 ― ― 28,373 
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 6,465 391 ― 6,856 
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   391株 
 
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 
(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 70,916 2.5 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

 
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌中間連結会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 
 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

(平成17年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 960,004千円 

現金及び現金同等物 960,004千円 
 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

(平成18年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 812,500千円 

現金及び現金同等物 812,500千円 
 

現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

(平成18年３月31日現在) 

現金及び預金勘定 1,041,961千円 

現金及び現金同等物 1,041,961千円 
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(セグメント情報) 
前中間連結会計期間(自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日) 
１ 事業の種類別セグメント情報 

当社及び連結子会社の事業は「ＭＤＦの製造・販売並びにこれらの付随業務」と「その他」に区分しており
ますが、「ＭＤＦの製造・販売並びにこれらの付随業務」の連結売上高及び営業損益に占める割合がいずれ
も90％を越えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
２ 所在地別セグメント情報 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 
 

３ 海外売上高 
海外売上高は、連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
当中間連結会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 
１ 事業の種類別セグメント情報 

当社及び連結子会社の事業は「ＭＤＦの製造・販売並びにこれらの付随業務」と「その他」に区分しており
ますが、「ＭＤＦの製造・販売並びにこれらの付随業務」の連結売上高及び営業損益に占める割合がいずれ
も90％を越えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
２ 所在地別セグメント情報 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 
 

３ 海外売上高 
海外売上高は、連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
前連結会計年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 
１ 事業の種類別セグメント情報 

当社及び連結子会社の事業は「ＭＤＦの製造、販売並びにこれらの付随業務」と「その他」に区分しており
ますが、「ＭＤＦの製造、販売並びにこれらの付随業務」の連結売上高及び営業損益並びに総資産に占め
る割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
２ 所在地別セグメント情報 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 
 

３ 海外売上高 
海外売上高は、連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 



 24

(リース取引関係) 

半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
 

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末（平成 17 年９月 30 日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円） 
種   類 取 得 原 価 中間連結貸借対照表計上額 差   額 

（１）株 式 242,551 357,492 114,940 
合  計 242,551 357,492 114,940 

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

（単位：千円） 
 中間連結貸借対照表計上額 摘要 

その他有価証券   
非上場株式 394,876 ――― 

 

当中間連結会計期間末（平成 18 年９月 30 日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円） 
種   類 取 得 原 価 中間連結貸借対照表計上額 差   額 

（１）株 式 423,412 489,625 66,212 
合  計 423,412 489,625 66,212 

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

（単位：千円） 
 中間連結貸借対照表計上額 摘要 

その他有価証券   
非上場株式 394,328 ――― 

 

前連結会計年度（平成18 年３月31 日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円） 
種   類 取 得 原 価 連結貸借対照表計上額 差   額 

（１）株 式 327,947 488,379 160,432 
合  計 327,947 488,379 160,432 

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

（単位：千円） 
 連結貸借対照表計上額 摘要 

その他有価証券   
非上場株式 394,328 ――― 

 

(デリバティブ取引関係) 

半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 102円82銭

１株当たり中間純利益 5円52銭
 

１株当たり純資産額 109円08銭

１株当たり中間純利益 2円23銭
 

１株当たり純資産額 109円77銭

１株当たり当期純利益 11円52銭
 

(注) １ なお、「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益」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。 

２ 算定上の基礎 

  (1) １株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間連結貸借対照表の 
純資産の部の合計額(千円) ─ 3,110,623 ─ 

普通株主に係る 
純資産額（千円）  3,094,144  

差額の主な内訳    

少数株主持分 ─ 16,479 ─ 

普通株式の発行済 
株式数（千株） ─ 28,373 ─ 

普通株式の自己 
株式数(千株) ─ 6 ─ 

１株当たり純資産の 
算定に用いられた 
普通株式の数（千株） 

─ 28,366 ─ 

  

 (2) １株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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) 156,500 63,269 330,876 

普通株主に帰属しない 
金額（千円） ─ ― 4,000 

（うち利益処分による 
役員賞与金） (―) (―) (4,000) 

普通株式に係る 
中間(当期)純利益(千円) 156,500 63,269 326,876 

普通株式の 
期中平均株式数(千株) 28,367 28,366 28,367 

 

(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間(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。 

 
当中間連結会計期間(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。 

 
前連結会計年度(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。 



 26

５．生産、受注及び販売の状況 

(1)生産実績 
当中間連結会計期間における生産実績を事業部門等ごとに示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

事 業 部 門 等 の 名 称 金    額 前 年 同 期 比(％) 

ス タ ー ウ ッ ド 1,666,308 98.3 

ス タ ー ウ ッ ド Ｔ Ｆ Ｂ 1,307,935 103.3 

合      計 2,974,244 100.4 
（注）１．金額は、製造価格によっております。 

２．上記の金額には､消費税等は含まれておりません。 
 

(2)受注状況 
当社グループは、見込み生産を行なっておりますので、該当事項はありません。 

 
(3)販売実績 
当中間連結会計期間における販売実績を事業部門等ごとに示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

事 業 部 門 等 の 名 称 金    額 前 年 同 期 比(％) 

ス タ ー ウ ッ ド 1,968,235 105.0 

ス タ ー ウ ッ ド Ｔ Ｆ Ｂ 1,521,904 94.8 

そ の 他 商 品 2,242,887 98.0 

合      計 5,733,026 99.4 

（注）１．事業部門等間の取引については相殺消去しております。 
２．上記の金額には､消費税等は含まれておりません。 

 

 


