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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 （百万円未満切捨て）

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 5,526 (△1.8) 298 (△22.9) 266 (△20.5)

17年９月中間期 5,625 (20.2) 387 (－) 335 (－)

18年３月期 9,571 367 240

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 143 (△13.4) 32 91 32 90

17年９月中間期 165 (－) 37 96 37 63

18年３月期 97 22 34 22 20
（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 4,346,926株 17年９月中間期 4,351,669株 18年３月期 4,359,040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です。

(2）財政状態 （百万円未満切捨て）

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 12,936 3,831 29.6 882 65

17年９月中間期 11,932 3,841 32.2 878 63

18年３月期 10,815 3,751 34.7 861 99
（注）１．期末発行済株式数 18年９月中間期 4,340,640株 17年９月中間期 4,372,640株 18年３月期 4,351,640株

２．期末自己株式数 18年９月中間期 265,120株 17年９月中間期 233,120株 18年３月期 254,120株

(3）キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨て）

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 320 △265 △349 2,702

17年９月中間期 △476 △168 △239 1,899

18年３月期 700 △469 △20 2,996

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 10,000 360 195

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 44円 92銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間 期末 年間

18年３月期 － 12.50 12.50

19年３月期（実績） － － －

19年３月期（予想） － 12.50 12.50

＊　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います。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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきましては、添付資料

の５ページを参照してください。
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１．企業集団の状況
　当企業集団は、当社（小野産業株式会社）と子会社１社（OSK INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED）により構成されており、

プラスチック製品等の製造及び販売を主な業務としています。なお、子会社の資産・売上高等から見て、当企業集団の財

政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成していま

せん。

事業系統図は次のとおりです。

 
顧         客 

当   社 
子会社１社 

(OSK INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED) 

製品等 製品等 

出  資 
(100%) 

２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社は、顧客への存在価値を向上させるべく、プラスチック加工領域における独自技術を開発し、その成果を広く

普及させることを通じて、株主・顧客・従業員への利益最大化を図ってまいります。同時に、社会の一員として法令

遵守に努め、環境負荷の低減にも積極的に取り組んでまいります。その概要は次のとおりです。

①　企業競争力強化・技術集約型企業への転換

　プラスチック加工領域における独自技術の開発と独自技術をベースとした高品位製品の量産技術の開発を進めて

まいります。一方で、他社との共同開発等を通じて他の加工技術との融合を図り、更なる差別化技術を開発してま

いります。

　同時に、独自技術であるＲＨＣＭ（高速ヒートサイクル成形技術）を核とした緩やかな連合体（ＲＨＣＭアライ

アンス）構想を推進しており、アライアンス・パートナーとともにＲＨＣＭ製品の供給拠点をグローバルに構築し

てまいります。

　また、中国でのアライアンス・パートナーへの委託生産品の輸入販売を促進し、国内への設備投資を抑えつつ顧

客の需要に応えてまいります。

　　②　人財の拡充、育成

　様々な意識改善活動、業務目標達成計画、個人目標達成計画及び教育・研修プログラムを整合的に推進し、会社・

部門・個人のベクトルを調和させ、魅力ある会社づくりを図ってまいります。

③　社会性

　経営・会計の透明性、環境問題を始めとして、企業の遵法性（社会性）が求められている中、当社は、環境問題

を社会の一員として取り組む等、全ての業務活動における遵法精神の重要性の認識を高めてまいります。

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

  持続的発展に必要な設備・研究開発投資への充当並びに財務基盤強化を図りつつ、一定の安定性の中で配当性向を

高めるとともに、株式分割、自己株式の消却等、株主還元を行ってまいります。 

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式市場での流動性の向上と個人投資家を始めとするより広範な投資家の方々に当社株式を保有していた

だくために、株式投資単位の見直しを適時行うことが必要と考えています。

　今後におきましては、株式市況等を十分に勘案しながら実施の時期を配慮してまいります。
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(4) 目標とする経営指標 

  当社は、次の項目を経営指標としています。

①　フリー・キャッシュ・フロー

　フリー・キャッシュ・フローを、持続的発展に必要な事業・設備・研究開発等の投資及びファイナンスを判断

する指標として利用しています。短期的には、フリー・キャッシュ・フローの最大化を目標としています。

②　ＲＯＡ（総資産営業利益率）

　ＲＯＡを、総資本に対して効率的な経営がなされているか判断する指標として活用しています。本指標を通じ

て経営層が貸借対照表を継続的にウォッチすることにより、事業活動に不要不急な資産及びたな卸資産の削減に

役立てる他、株主への還元である自社株買いの判断にも利用しています。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、中長期的な経営戦略として次の３項目を経営の軸として挙げており、日々変化する情勢のなかで具体的な

経営方針・目標を設定しています。

・技術集約型企業への転換（成長力）

・企業競争力の強化（競争力）

・環境保全（社会性）

(6) 会社の対処すべき課題

  デジタル化が進行するエレクトロニクス及び家電分野では、価格競争のみならず新製品の市場投入競争がますます

激しくなっています。新しい機能を付加したり、デザインの優位性で市場競争力の向上を目指しており、そのため、

製品のライフサイクルが短縮化してきています。また、海外の技術水準が上がってきていることもあり、高級機種の

立上げも最初から海外で行われるケースが増えてきました。

　当社といたしましては、厳しい経営環境下におきましても、その成形及び生産技術の優位性を活かし業界を問わず

顧客に喜んでいただけるモノ作りに注力することで、安定した収益を産み出す収益基盤と経営体質を構築し、株主・

顧客・従業員の利益最大化を図ってまいります。また、技術の開発及びブラッシュアップを持続し、新たな市場開発

に挑戦し続けるとともに、国内外での当社独自技術の供給体制（ＲＨＣＭアライアンス）を強化し、グローバルに顧

客の要望に応えてまいります。

(7）親会社に関する事項

　該当事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

　当社は、株式会社ジャスダック証券取引所へ「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出しており、当該

事項は、「内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況」に記載しています。なお、同報告書は、同証券

取引所ホームページに開示されています。

 

　(9）その他、会社の経営上の重要な事項

  平成15年４月１日付で当社の営業取引先でありました日興調理機株式会社から69,715千円の損害賠償請求訴訟を受

けていましたが、平成18年９月25日の判決により全面勝訴しました。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

 　① 全般的状況

　不安視されていました米国経済は堅調に推移し、併せてＥＵやＢＲＩＣｓも順調であったため、政情不安な国々を

除けば世界経済は好況でした。しかしながら、原油や鉄鉱石を始めとする天然資源は獲得競争の中、依然高止まりの

状況にあり、インフレへの懸念が続いてきました。

　さて、日本経済においては、引き続きこの半年も好景気でした。特に素材産業における国内供給能力増強に向けた

計画が多く見られるように、設備投資の勢いは強まってきています。しかし、高額商品が大量に消費される中、個人

消費では未だデフレの影が射しているようです。

  また、個別の企業ではその事業の選択と集中が進む中、世界における業界の地図も刻一刻と塗り替わってきていま

す。特に日本においては来年から三角合併が可能になることもあり、時価総額を今まで以上に意識した経営が求めら

れています。

　このような経済環境の中、当社は、独自技術を核としてデジタル家電、自動車への展開を広げてまいりました。当

中間期は、薄型ＴＶ部品及び金型の受注が大幅に増加しましたが、前中間期の売上高を大幅に伸ばした携帯型コン

ピューターゲーム機が昨年末に海外生産へ移行しましたので、当中間期の売上高は55億26百万円となり、前年同期比

1.8％の減収となりました。

　また、引き続き生産体制の合理化等に努めました結果、当中間期の経常利益は２億66百万円（前年同期比20.5%減）、

当中間純利益は１億43百万円（同13.4%減）となりました。

　 ② 分野別状況

ａ．家電分野

　新機能部品等の受注に努めたことにより金型の受注を増加させましたが、家庭用エアコンの全般的な販売不振に

伴い、本分野の売上高は６億75百万円と前年同期比13.6％の減収となりました。

ｂ．エレクトロニクス分野

　前中間期に売上高を大きく増加させた携帯型コンピューターゲーム機は昨年末に海外に移転しました。しかしな

がら、液晶・プラズマ等の薄型ＴＶ部品やモバイル製品の受注が好調に推移し、併せて金型の受注が大幅に増加し

ましたので、本分野の売上高は42億３百万円と前年同期比2.4％の増収となりました。

ｃ．自動車分野

　エアコンコントロールパネル等の内装部品への受注は堅調に推移しましたが、搭載車種の販売動向により、本分

野の売上高は４億20百万円と前年同期比2.8％の減収となりました。

ｄ．その他分野

　小売業向けの産業資材が中国に移管されたこと、食品容器分野からの一部撤退等により、本分野の売上高は２億

27百万円と前年同期比26.3％の大幅な減収となりました。

(2）財政状態

　 ① 財政状態

 　　 当中間会計期間末の総資産は129億36百万円と、前中間会計期間末に比し10億３百万円増加しました。

 　　 流動資産は、80億64百万円と、前中間会計期間末に比し10億６百万円増加しました。この増加は、主に現金及び預

　　金の増加等によるものです。

 　　 有形固定資産は、42億51百万円と、前中間会計期間末に比し80百万円増加しました。この増加は、主に企業競争力

　　強化を目的とする成形設備及び塗装設備の増強等によるものです。

 　　 無形固定資産は、21百万円と、前中間会計期間末に比し12百万円減少しました。

 　　 投資その他の資産は、５億98百万円と、前中間会計期間末に比し69百万円減少しました。この減少は、主に役員の

　　退職に伴う保険積立金の減少によるものです。

 　　 当中間会計期間末の総負債は、91億５百万円と、前中間会計期間末に比し10億14百万円増加しました。

 　　 流動負債は、52億74百万円と、前中間会計期間末に比し71百万円減少しました。この減少は、当中間会計期間末日

　　が休日であったことによる支払手形及び設備購入支払手形の増加により一部相殺されたものの、主に１年以内返済予

　　定長期借入金及び短期借入金が減少したことによるものです。

 　　 固定負債は、38億30百万円と、前中間会計期間末に比し10億85百万円増加しました。この増加は、主に長期借入金

　　の増加によるものです。

当中間会計期間末の純資産は、38億31百万円と、前中間会計期間末に比し10百万円減少しました。この減少は、主

に株式等評価差額金の減少と自己株式の購入によるものです。
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　 ② キャッシュ・フロー 

  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、税引前中間純利益額２億63百万円(前年同

期比9.4％減)、減価償却費２億３百万円(同4.6％増)の計上等の要因により一部相殺されたものの、運転資金の増加、

有形固定資産の取得による支出３億11百万円(同96.2％増)、有利子負債の圧縮による支出２億90百万円(同49.5％増)

等により、前中間会計期間末に比べ８億２百万円増加し、当中間会計期間末には27億２百万円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  売上債権の増加23億34百万円(前年同期は１億49百万円の減)、たな卸資産の増加３億39百万円(前年同期は１億22百

万円の減)等の要因により一部相殺されたものの、仕入債務の増加22億32百万円(前年同期は８億57百万円の減)、税引

前中間純利益額２億63百万円(前年同期比9.4％減)の計上、減価償却費２億３百万円(同4.6％増)の計上、法人税等の

還付１億45百万円(前年同期は３億57百万円の法人税等支払)等により、当中間会計期間において営業活動の結果得ら

れた資金は３億20百万円(前年同期は４億76百万円の支出)となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  ＲＨＣＭ仕様設備のライセンス供与先への売却を含め有形固定資産の売却による収入55百万円(前年同期比39.0％

減)等がありましたが、新規設備等有形固定資産の取得による支出３億11百万円(同96.2％増)等を主因に当中間会計期

間において投資活動の結果使用した資金は２億65百万円(同57.3％増)となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  有利子負債の圧縮による支出２億90百万円(前年同期比49.5％増)、配当金の支払54百万円(同0.3％増)等を主因に当

中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は３億49百万円(同46.2％増)となりました。

　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。

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（％） 29.4 29.0 32.2 34.7 29.6

時価ベースの自己資本比率（％） 20.2 32.6 33.4 25.8 16.4

債務償還年数（年） 12.5 11.0 － 7.2 7.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 12.4 6.6 － 9.5 7.4

　注）　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

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

（中間期については営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しています。）

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×期末発行済株式数により算出しています。

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・フローを使用していま

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払っている全ての負債を対象としていま

す。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

(3）通期の見通し

　生産機種の変更に伴う液晶・プラズマ等の薄型ＴＶ部品、エアコン部品等に加え、コンピューターゲーム機等の当

中間期より立上げを進めていた各分野における新規製品の生産が、下半期では本格稼動になります。これにより下半

期の売上高は、当中間期に比しほぼ横ばいとなる見込みです。しかしながら、当中間期における金型への大幅な受注

をもたらした要因がなくなりますので、下半期の売上高は全体として当中間期を下回るものと見込んでいます。

　この売上見通しに対しましては、製品立上げ時の早期の歩留率改善、生産工程の管理強化と効率改善等を実施して

まいります。これら施策により製品のライフサイクルの短縮化等に機敏に対応する体制を堅持することで、利益率の

向上を図ってまいります。

　よって、平成19年３月期通期では、売上高100億円（前期比4.5％増）ですが、経常利益３億60百万円（同50.0％

増）、当期純利益１億95百万円（同101.0％増）を見込んでいます。
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(4）事業等のリスク

　中間決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなもの

があります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間期末現在において当社が判断したものです。

①　公的規制について

　企業活動を行うに際し常に環境に配慮することが求められており、今後ともＲｏＨＳ規制を始め環境に関連する

法令等の制定及び改正等による規制が厳しくなることも予想されます。また、事業を展開する各国において、様々

な理由による公的規制があり、それによる当社グループの活動に対する制限が生じる場合があります。それらに伴

う費用増加等が、当社グループの業績と財務状況に大きな影響を与える可能性があります。

②　原材料価格の変動について

　プラスチック製品等の製造及び販売を主な業務としている当社グループにおいて、主要原材料であるプラスチッ

クの市況の急激な高騰もしくは下落が起こった場合は、当社グループの業績と財務状況に大きな影響を与える可能

性があります。

③　顧客企業業績への依存について

　当社は、当中間期における売上高の46.9％をソニー株式会社グループ向けに、16.0％を株式会社日立製作所グルー

プ向けに依存しています。（2社グループ向け合計は62.9％です。）ここ数年来両社グループに対する依存度は低下

傾向にありましたが、当中間期はソニー株式会社グループよりの金型受注が大幅に増加したため前期に引き続き高

水準となっています。依然両社グループの事業動向に影響を受ける可能性があります。

④　知的財産権保護の限界について

　当社は、独自技術であるＲＨＣＭ等他社と差別化できる技術とノウハウの蓄積に努めており、各国において特許

申請を実施しています。しかしながら、特定の地域では知的財産権の保護が十分になされていないこともあり、第

三者が当社の知的財産権に類似した製法によりプラスチック製品を製造することを効果的に防止できない可能性が

あります。

⑤　国際活動及び海外進出に潜在するリスクについて

　当社は、国内のみならず海外でもＲＨＣＭアライアンスを構築しており、直接進出と比較してリスクを最小化し

ています。しかしながら海外市場への事業進出には、次のようなリスクが内在しています。

・予期しない法律の変更又は規制の強化

・税制又は税率の変更

・政治的又は経済的な理由による外部環境の変動

・テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱

⑥　災害等によるリスクについて

　当社グループでは、震災、火災等の予期できない事態の発生に対するリスク対応を鋭意検討していますが、これ

らを完全に防止又は軽減できる保証はありません。これらの事象が生じた場合は、当社グループの業績と財務状況

に悪影響を与える可能性があります。

－ 6 －



４．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  1,899,811   2,702,739   2,996,798   

２．受取手形 ※７ 2,332,164   624,013   445,148   

３．売掛金  2,006,635   3,911,043   1,755,797   

４．たな卸資産  555,322   732,002   392,002   

５．その他 ※５ 267,878   99,074   251,563   

６．貸倒引当金  -4,157   -4,429   -3,649   

流動資産合計   7,057,654 59.1  8,064,443 62.3  5,837,660 54.0

Ⅱ　固定資産           

(1)有形固定資産           

１．建物 ※2.3 1,887,634   2,097,403   2,118,988   

２．機械及び装
置

※2.3 1,185,901   1,232,358   1,197,699   

３．土地 ※1.3 680,296   680,296   680,296   

４．その他 ※２ 416,740   241,302   260,763   

有形固定資産
合計

  4,170,574 35.0  4,251,362 32.9  4,257,747 39.3

(2）無形固定資産   34,393 0.3  21,928 0.2  28,775 0.3

(3）投資その他の
資産

          

　　 １．投資有価証
券

 227,718   235,446   239,725   

２．保険積立金 ※３ 341,009   255,283   335,711   

３．その他  99,613   107,871   115,513   

投資その他の
資産合計

  668,341 5.6  598,601 4.6  690,950 6.4

固定資産合計   4,873,309 40.9  4,871,891 37.7  4,977,474 46.0

Ⅲ　繰延資産           

１．社債発行費  1,983   －   －  

繰延資産合計   1,983 0.0  － －  － －

資産合計   11,932,947 100.0  12,936,335 100.0  10,815,135 100.0
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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  ※７ 1,621,287   2,703,590   884,603   

２．買掛金  712,681   914,352   501,017   

３．短期借入金 ※３ 725,000   625,000   725,000   

４．１年以内返済
予定長期借入
金

※３ 1,457,000   400,000   790,000   

５．未払金  374,559   140,936   97,843   

６．未払法人税等  105,707   138,176   -   

７．賞与引当金  105,845   74,180   75,000   

８．役員賞与引当
金 

 －   10,000   －   

９．設備購入支払
手形

 ※７ 155,101   203,603   280,707   

10．その他 ※５ 89,334   65,041   61,635   

流動負債合計   5,346,517 44.8  5,274,879 40.8  3,415,808 31.6

Ⅱ　固定負債           

１．社債 ※３ 400,000   400,000   400,000   

２．長期借入金 ※３ 2,260,000   3,360,000   3,160,000   

３．繰延税金負債  －   2,749   －   

４．役員退職慰労
引当金

 58,757   43,295   63,333   

５．長期預り金  25,727   24,128   24,928   

固定負債合計   2,744,485 23.0  3,830,173 29.6  3,648,261 33.7

負債合計   8,091,002 67.8  9,105,052 70.4  7,064,069 65.3

          

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   595,916 5.0  － －  595,916 5.5

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  742,246   －   742,246   

資本剰余金合計   742,246 6.2  － －  742,246 6.9

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  44,348   －   44,348   

２．任意積立金  2,320,000   －   2,320,000   

３．中間（当期）
未処分利益

 220,966   －   153,018   

利益剰余金合計   2,585,314 21.7  － －  2,517,366 23.3

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  13,938 0.1  － －  4,845 0.0

Ⅴ　自己株式   -95,470 -0.8  － －  -109,309 -1.0

資本合計   3,841,944 32.2  － －  3,751,065 34.7

負債・資本合計   11,932,947 100.0  － －  10,815,135 100.0
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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  － － 595,916 4.6 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金 － 742,246 －

資本剰余金合
計

－ － 742,246 5.7 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金 － 44,348 －

(2）その他利益
剰余金

   

別途積立金 － 2,360,000 －

繰越利益剰
余金

－ 201,685 －

利益剰余金合
計  － － 2,606,033 20.1 － －

４　自己株式  － － -114,923 -0.8 － －

株主資本合
計  － － 3,829,272 29.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額
等       

１　その他有価証
券評価差額金

 － －  2,010 0.0 － －

評価・換算差額
等合計

－ － 2,010 0.0 － －

純資産合計 － － 3,831,282 29.6 － －

負債・純資産合
計

－ － 12,936,335 100.0 － －
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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   5,625,848 100.0  5,526,056 100.0  9,571,994 100.0

Ⅱ　売上原価   4,808,519 85.5  4,819,577 87.2  8,348,407 87.3

売上総利益   817,329 14.5  706,479 12.8  1,223,586 12.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  429,912 7.6  407,742 7.4  855,943 8.9

営業利益   387,416 6.9  298,736 5.4  367,643 3.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  12,149 0.2  18,515 0.3  29,263 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  64,086 1.1  50,532 0.9  156,655 1.6

経常利益   335,479 6.0  266,719 4.8  240,251 2.5

Ⅵ　特別利益 ※３  29,020 0.5  25,373 0.5  58,572 0.6

Ⅶ　特別損失 ※４  73,766 1.3  28,583 0.5  112,985 1.2

税引前中間(当
期)純利益

  290,733 5.2  263,509 4.8  185,838 1.9

法人税、住民
税及び事業税

 101,732   134,999   24,531   

法人税等調整
額

 23,806 125,539 2.2 -14,552 120,447 2.2 63,930 88,461 0.9

中間(当期)純
利益

  165,194 3.0  143,062 2.6  97,377 1.0

前期繰越利益   56,954   －   56,954  

自己株式処分
差損

  -1,182   －   -1,313  

中間(当期)未
処分利益

  220,966   －   153,018  
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(3）中間株主資本等変動計算書

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 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

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計 別途積立金

繰越利益
剰余金

 平成18年３月31日　残高

　　　　　 　 　（千円)
595,916 742,246 － 742,246 44,348 2,320,000 153,018 2,517,366 -109,309 3,746,219

中間会計期間中の変動額

　別途積立金の積立て － － － － － 40,000 -40,000 － － －

 　剰余金の配当 － － － － － － -54,395 -54,395 ー -54,395

 　中間純利益 － － － － － － 143,062 143,062 － 143,062

 　自己株式の取得 － － －   － － － － － -5,614 -5,614

 　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）
－ － － － － 40,000 48,666 88,666 -5,614 83,052

 平成18年９月30日　残高

　　　　　　　（千円）
595,916 742,246 － 742,246 44,348 2,360,000 201,685 2,606,033 -114,923 3,829,272

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算差
額等合計

 平成18年３月31日　残高

　　　　　　　　（千円）
4,845 4,845 3,751,065

 中間会計期間中の変動額

 　別途積立金の積立て  － － －

 　剰余金の配当  － － -54,395

 　中間純利益  － － 143,062

 　自己株式の取得  － － -5,614

 　株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

-2,835 -2,835 -2,835

 中間会計期間中の変動額　

合計　　　　　 （千円）
-2,835 -2,835 80,217

 平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　（千円）
2,010 2,010 3,831,282
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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
 

(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

 290,733 263,509 185,838

減価償却費  194,778 203,781 398,424

社債発行費償却  1,983 － 3,966

貸倒引当金の増減額
（減少：－）

 -1,549 779 -2,057

賞与引当金の増減額
（減少：－）

 5,845 -820 -25,000

役員賞与引当金の増減
額（減少：－)

 － 10,000 －

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：－）

 2,696 -20,038 7,272

退職給付引当金の増減
額（減少：－)

 -20,706 6,555 -53,280

受取利息及び受取配当
金

 -1,416 -1,670 -1,826

支払利息  36,644 41,029 74,773

固定資産売却等損益
（益：－）

 37,671 -6,578 64,070

投資有価証券売却等損
益（益：－）

 -1,005 861 -22,425

売上債権の増減額（増
加：－）

 149,342 -2,334,110 2,287,196

たな卸資産の増減額
（増加：－）

 122,070 -339,999 285,389

保険積立金の増減額
（増加：－）

 -12,048 80,428 -6,750

仕入債務の増減額（減
少：－）

 -857,319 2,232,320 -1,805,666

その他流動資産の増減
額（増加：－)

 6,540 25,190 -4,512

役員賞与の支払額  -20,500 － -20,500

その他  -16,929 56,415 -55,715

小計  -83,169 217,653 1,309,195

利息及び配当金の受取
額

 1,416 1,492 1,841

利息の支払額  -36,744 -43,265 -73,501

法人税等の支払額  -357,745 － -537,308

法人税等の還付額  － 145,059 －

営業活動によるキャッ
シュ・フロー計

 -476,242 320,939 700,227
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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)

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

    

投資有価証券の売却に
よる収入

 － － 27,097

投資有価証券の取得に
よる支出

 -1,288 -1,308 -34,126

有形固定資産の売却に
よる収入

 91,346 55,764 265,877

有形固定資産の除売却
による支出

 -120,335 -6,634 -120,851

有形固定資産の取得に
よる支出

 -158,905 -311,824 -622,793

無形固定資産の取得に
よる支出

 -1,514 -1,384 -7,100

保証金入金による収入  22,000 － 22,000

投資活動によるキャッ
シュ・フロー計

 -168,697 -265,386 -469,897

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の純増減額
（減少：－）

 -50,000 -100,000 -50,000

長期借入金の借入によ
る収入

 550,000 400,000 1,550,000

長期借入金の返済によ
る支出

 -694,000 -590,000 -1,461,000

自己株式の譲渡による
収入

 25,254 － 26,352

自己株式の取得による
支出

 -16,482 -5,675 -31,550

配当金の支払額  -54,026 -54,195 -54,136

財務活動によるキャッ
シュ・フロー計

 -239,255 -349,871 -20,335

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 9 259 2,805

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額（減少：－）

 -884,186 -294,058 212,800

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 2,783,998 2,996,798 2,783,998

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※１ 1,899,811 2,702,739 2,996,798
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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

(イ）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

額は部分資本直入法によ

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

(イ）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

額は部分純資産直入法に

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

(イ)時価のあるもの

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

部分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）

(ロ）時価のないもの

移動平均法による原価法

(ロ）時価のないもの

同左

(ロ）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

商品

個別法による原価法

(3）たな卸資産

商品

同左

(3）たな卸資産

商品

同左

製品・仕掛品

移動平均法による原価法

製品・仕掛品

同左

製品・仕掛品

同左

原材料

移動平均法による原価法

原材料

同左

原材料

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定額法

なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。

建物…7～47年

機械及び装置…７～15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

定額法

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）に基づいて

います。

(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

(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

売上債権、貸付金等の貸倒損失

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

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給

見込額のうち当中間会計期間の

負担額を計上しています。

(2）賞与引当金

同左

(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、将来の支給

見込額のうち当事業年度の負担

額を計上しています。
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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）

(3）　　　───── (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、支給見込額の

当中間会計期間の負担額を計上

しています。

（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）を適用しています。 

これにより、営業利益、経常利

益、税引前中間純利益及び中間

純利益は10,000千円減少して

います。 

(3） 　　─────　

(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、内規に基づく当中間会

計期間末要支給額の100％を計

上しています。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(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、内規に基づく当事業年

度末要支給額の100％を計上し

ています。

(5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末の退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しています。

なお、会計基準変更時差異

(422,812千円)については、10

年による按分額を費用処理して

います。

当中間会計期間末において年金

資産の見込額が退職給付見込額

から未認識会計基準変更時差異

を控除した額を超えているため、

前払年金費用として固定資産の

投資その他の資産の「その他」

に含めて計上しています。

(5）退職給付引当金

 同左

　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

（5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末の退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計

上しています。

なお、会計基準変更時差異

(422,812千円)については、10

年による按分額を費用処理して

います。

当事業年度末においては、年金

資産の見込額が退職給付見込額

から未認識会計基準変更時差異

を控除した額を超えているため、

前払年金費用として固定資産の

投資その他の資産の「長期前払

費用」に含めて計上しています。

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

て処理しています。

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日

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

理しています。

５．繰延資産の処理方法 社債発行費

旧商法施行規則の規定する最長

期間にわたり毎年均等償却して

います。

─────

 

社債発行費

旧商法施行規則の規定する最長

期間にわたり毎年均等償却して

います。

６．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いま

す。また、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満たし

ている場合は、特例処理を採用

しています。

(1）ヘッジ会計の方法

　　　　　同左

(1)ヘッジ会計の方法

　　　　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

ヘッジ手段

金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

借入金の金利

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

主として当社のリスク別管理方

針に基づき、金利変動リスクを

ヘッジしています。

(3）ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象に関

する重要な条件が同一であり、

かつ、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・フロー変動を完全に相殺

するものと想定することができ

るため、ヘッジ有効性の判定は

省略しています。

(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

７．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

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います。

同左 同左

８．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

税抜方式によっています。

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）

を適用しています。

これによる当中間会計期間の損益に

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

用しています。

これによる当事業年度の損益に与

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

しています。

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、3,831,282千円です。

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

作成しています。

──────
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表示方法の変更

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）

（中間貸借対照表）

　「投資有価証券」は前中間期まで投資その他の資産の

「その他」に含めて表示していましたが、金額的重要性

が増したため区分掲記しています。

　なお、前中間期末の「投資有価証券」の金額は109,851

千円です。

 　──────

 

　

  

（中間キャッシュ・フロー計算書）

　投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産

の除売却による支出」は、前中間会計期間は「有形固定

資産の売却による収入」に含めて表示していましたが、

金額的重要性が増したため区分掲記しています。

　なお、前中間会計期間の「有形固定資産の売却による

収入」に含まれている「有形固定資産の除売却による支

出」は83千円です。

 　──────

　

　

－ 18 －



注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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．有形固定資産から直接

減額した圧縮記帳累計

額

320,000千円 320,000千円 320,000千円

※２．有形固定資産の減価償

却累計額
3,941,837千円 4,018,613千円 3,915,407千円

※３．担保資産及び担保付債

務

担保に供している資産 担保に供している資産 担保に供している資産

建物
1,255,964千円

(1,255,964千円)

機械及び装置
827,042

(827,042)

土地
545,780

(136,992)

保険積立金 104,137

計
2,732,925

(2,220,000)

建物
1,541,629千円

(1,235,437千円)

機械及び装置
837,057

(837,057)

土地
530,054

(137,505)

保険積立金 104,137

計
3,012,878

(2,210,000)

建物
1,568,188千円

(1,257,285千円)

機械及び装置
812,829

(812,829)

土地
532,224

(139,884)

保険積立金 104,137

計
3,017,380

(2,210,000)

（　）内は内数で、工場財団を組成

しています。

（　）内は内数で、工場財団を組成

しています。

（　）内は内数で、工場財団を組成

しています。

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 215,000千円

１年以内返済予

定長期借入金
675,000

社債 400,000

長期借入金 1,830,000

計 3,120,000

短期借入金 115,000千円

１年以内返済予

定長期借入金
180,000

社債 400,000

長期借入金 2,415,000

計 3,110,000

短期借入金 115,000千円

１年以内返済予

定長期借入金
480,000

社債 400,000

長期借入金 2,115,000

計 3,110,000

４．受取手形裏書譲渡高 38,503千円 45,354千円 21,992千円

※５．消費税等の取扱い 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、流動負債の「その他」に含め

て表示しています。

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

て表示しています。

同左

　６．当座貸越契約及び貸出

コミットメント

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行５行と当座貸越契

約を締結しています。これら契約に

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す。

当社は、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

約を締結しています。これら契約に

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す。

当社は、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

約を締結しています。これら契約に

基づく当事業年度末の借入未実行残

高は次のとおりです。

当座貸越契約極度額の総額

 1,500百万円

借入実行残高 700

差引額 800

当座貸越契約極度額の総額

 1,450百万円

借入実行残高 550

差引額 900

当座貸越契約極度額の総額

 1,450百万円

借入実行残高 700

差引額 750

※７．会計期間末日満期手形

の会計処理

―――――― 

 

  

  

  

中間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

決済処理しています。

なお、当中間会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の中間期

間末日手形が、中間会計期間末残高

に含まれています。

 

受取手形 13,571千円 

支払手形 258,930

設備購入支払

手形
11,949

―――――― 
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（中間損益計算書関係）

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．営業外収益のうち主要なも

の

受取利息 303千円 538千円 609千円

賃貸料収入 5,750 8,800 14,332

受取手数料 924 815 1,857

法人税等還付加算金 － 3,966 －

為替差益 － － 4,920

※２．営業外費用のうち主要なも

の

支払利息 36,644千円 41,029千円 74,773千円

たな卸資産廃棄損 10,502 3,395 55,533

※３．特別利益のうち主要なもの

機械及び装置売却益 25,005千円 15,231千円 32,629千円

貸倒引当金戻入益 1,549 － 2,057

投資有価証券評価益 1,005 － 1,005

投資有価証券売却益 － － 21,420

保険積立金解約益 － 10,139 －

※４．特別損失のうち主要なもの

機械及び装置売却損 42,244千円 970千円 45,346千円

建物除却損 1,714 207 27,865

機械及び装置除却損 18,878 7,231 21,425

投資有価証券評価損 － 861 －

たな卸資産評価損 － 3,539 －

保険積立金解約損 － 2,102 1,731

会員権評価損 9,630 － 9,630

特別退職慰労金 － 13,425 －

５．減価償却実施額

有形固定資産 188,090千円 196,934千円 384,563千円

無形固定資産 6,688 6,847 13,860
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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並びに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）

 発行済株式     

 　　普通株式 4,605 － － 4,605

合計 4,605 － － 4,605

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 254 11 － 265

合計 254 11 － 265

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加11千株は、取締役会決議による自己株式の買付による増加です。

 

 ２．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22日

定時株主総会
普通株式 54,395 12.50  平成18年３月31日  平成18年６月23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）

※１．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

※１．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

※１．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

（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）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,899,811

現金及び現金同等物 1,899,811

 （千円）

現金及び預金勘定 2,702,739

現金及び現金同等物 2,702,739

 （千円）

現金及び預金勘定 2,996,798

現金及び現金同等物 2,996,798

（リース取引関係）

該当事項はありません。

－ 21 －



（有価証券関係）

前中間会計期間末(平成17年9月30日現在)

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前中間会計期間末（平成17年9月30日現在）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 21,155 44,386 23,230

合計 21,155 44,386 23,230

　（注）その他有価証券で時価のある株式の減損に当たっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50%以上下

落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮し

て必要と認められた額について減損処理を行っています。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前中間会計期間末（平成17年9月30日現在）

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 74,300

　非上場外国株式 109,032

子会社株式  

　非上場株式 5,788

合計 189,120

当中間会計期間末(平成18年9月30日現在)

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

当中間会計期間末（平成18年9月30日現在）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 18,085 20,574 2,488

合計 18,085 20,574 2,488

　（注）その他有価証券で時価のある株式の減損に当たっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50%以上下

落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮し

て必要と認められた額について減損処理を行っています。
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
当中間会計期間末（平成18年9月30日現在）

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 74,300

　非上場外国株式 140,572

子会社株式  

　非上場株式 5,788

合計 220,660

前事業年度末(平成18年3月31日現在)

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前事業年度末（平成18年3月31日現在）

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 16,776 24,852 8,076

合計 16,776 24,852 8,076

　（注）その他有価証券で時価のある株式の減損に当たっては、会計年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落し

た場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必

要と認められた額について減損処理を行っています。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前事業年度末（平成18年3月31日現在）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 74,300

　非上場外国株式 140,572

子会社株式  

非上場株式 5,788

合計 220,660

（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日現在）

当社のデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため該当事項はありません。

当中間会計期間末　（平成18年9月30日現在）

当社のデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため該当事項はありません。

前事業年度末　　　（平成18年3月31日現在）

当社のデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

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．ストック・オプションの内容

 
平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社取締役　　　　　　１名
当社取締役　　　　　　４名

当社従業員　　　　　　23名

 株式の種類別のストック・オプションの

付与数
普通株式　　　　　40,000株 普通株式　　　　 193,000株

 付与日 平成16年７月10日 同左

 権利確定条件

 権利行使時においても、当社の取締

役、執行役員又は従業員であること

を要する。ただし、権利行使期間中

にかかる地位を喪失したときは、喪

失後１年間を限度として権利行使期

間中に本新株予約権を行使すること

ができる。

 同左

 対象勤務期間  該当事項はありません。  同左

 権利行使期間
 自　平成17年４月１日

至　平成20年３月31日

 自　平成18年６月23日

至　平成20年３月31日

２．ストックオプションの規模及び変動状況

 　 ① ストックオプションの数

 
平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

 権利確定前 － －

 権利確定後   

 　前会計年度末 40,000 －

 　権利確定 － 183,000

 　権利行使 － －

 　失効 － －

 　未行使残 40,000 183,000

 

 　 ② 単価情報

 
平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

 権利行使価格 　　　　　　（円） 548 548

（持分法損益等）

該当事項はありません。
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（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 878.63円

１株当たり中間純利益金

額
37.96円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
37.63円

１株当たり純資産額 882.65円

１株当たり中間純利益金

額
32.91円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
32.90円

１株当たり純資産額 861.99円

１株当たり当期純利益金

額
22.34円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
22.20円

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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）純利益金額（千円) 165,194 143,062 97,377

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

(うち利益処分による役員賞与) (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円）
165,194 143,062 97,377

期中平均株式数（千株） 4,351 4,346 4,359

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額

（千円）
－ － －

普通株式増加数（千株） 38 1 27

（うち新株予約権） (38) (1) (27)

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）

純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要

───── ───── ─────

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．販売の状況
 （千円未満切捨て）

分野

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

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

家電 781,440 13.9 675,417 12.2 1,378,929 14.4

エレクトロニクス 4,103,869 72.9 4,203,296 76.1 6,765,833 70.7

自動車 432,544 7.7 420,314 7.6 813,483 8.5

その他 307,994 5.5 227,027 4.1 613,747 6.4

合計 5,625,848 100.0 5,526,056 100.0 9,571,994 100.0

　（注）　各分野別売上高には、「金型・その他」の売上高が含まれています。
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