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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２２日 

上場会社名   パウダーテック株式会社         上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 
コード 番 号 ５６９５                本社所在都道府県 千葉県 
（ＵＲＬ http://www.powder-tech.co.jp/ ） 
代    表    者  役職名 代表取締役社長       氏名  筋野  隆 
問合せ先責任者  役職名 常務取締役経営管理部長 氏名  廣川 由和  ＴＥＬ（０４）７１４５－５７５１ 
決算取締役会開催日  平成１８年１１月２２日 
親会社等の名称 三井金属鉱業（株）（ほか1社）（ｺｰﾄﾞ番号：5706）親会社等における当社の議決権所有比率34.7％ 
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               （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

百万円   ％ 
4,245 （  7.9 ） 
3,934 （ 12.6 ） 

百万円   ％ 
366 （   88.5 ） 
194 （ △41.7 ） 

百万円   ％ 
372 （   92.0 ） 
193 （ △40.4 ） 

18年3月期 7,944        342        330        
 

 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   ％ 
203 （   97.5 ） 
103 （ △33.0 ） 

円   銭 
13   74  
6   96  

円   銭 
－   －  
－   －  

18年3月期 195        12   60  －   －  
(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14,841,164株 17年9月中間期14,842,464株 18年3月期14,842,072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 
 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

百万円 
7,908    
7,989    

百万円 
4,664    
4,474    

％ 
59.0  
56.0  

円   銭 
314    28  
301    48  

18年3月期 7,657    4,545    59.4  305    73  

(注)期末発行済株式数(連結)  18年9月中間期14,840,430株 17年9月中間期14,841,930株 18年3月期14,841,530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 

 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

百万円 
668    

△331    

百万円 
△162    
△196    

百万円 
△224    
200    

百万円 
629    
354    

18年3月期 53    △785    395    347    
 
(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   ３社   持分法適用非連結子会社数  － 社   持分法適用関連会社数  － 社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  － 社   (除外)  － 社    持分法 (新規)  － 社   (除外)  － 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 
 

通  期 
百万円 

8,400     
百万円 

600     
百万円 

320     

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 21円 56銭 
 
※上記の予想につきましては、発表日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、実際の業績等は今後
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記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 5ページを参照して下さい。 
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企 業 集 団 の 状 況 

 
当社の企業集団は、当社、子会社５社及びその他の関係会社２社で構成され、事務機器、粉末冶金、カイロ還元用等

の素材である粉体(フェライト粉、鉄粉)及び脱酸素剤他の製造販売を行っております。 

当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。 

連結財務諸表提出会社（パウダーテック㈱、以下当社という。）は事務機器、粉末冶金、カイロ還元用等の素材であ

る粉体（フェライト粉、鉄粉）の製造販売及び脱酸素剤他の販売を行っております。 

連結子会社パウダーテックインターナショナルコープ（POWDERTECH INTERNATIONAL CORP.）は、当社の全額出資によ

り設立された米国法人で、欧米のユーザー向けに主に当社のキャリア製品の販売を行っております。また、連結子会社

武蔵産業㈱は、国内のユーザー向けに当社のキャリア製品等の販売を行っております。 

連結子会社㈱ワンダーキープ高萩は、平成 15年 10月１日付で当社の脱酸素剤関連事業部門を会社分割し、新たに設

立した会社で、脱酸素剤他の製造を行っております。 

非連結子会社㈱ピーティーエスは、当社の事業に関連する物流等の受託業務を行っております。非連結子会社ＬＭＣ

コープ（LMC CORP.）は、平成 14年度に会社清算しましたパウダーテックコープの資産売却により発生した環境対策等

の負債管理を行っております。 

その他の関係会社の三井金属鉱業㈱、㈱南悠商社は、両社から原材料の仕入等を行っております。 

なお、上記および「セグメント情報」に記載のとおり、当社グループは粉体製造業として単一の事業を営んでおりま

すので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 

取扱製品の区分は次のとおりであります。 

 

区分 用途 

キャリア製品 乾式複写機(PPC)用フェライトキャリア・鉄粉キャリア 

その他フェライト系製品 電磁波遮蔽材用他 

鉄粉系製品 カイロ用、還元用、粉末冶金用他 

脱酸素剤他 脱酸素剤、酸素検知剤他 

 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 
 

得         意         先 

 
             製                       製 
                              品 
       品 

当               社 

 

                 製           原       製             原                                          原 

                 品           材       品             材               受業                       材 

                              料                      料               託務                       料 
 
  連結子会社                         連結子会社                非連結子会社             その他の関係会社 

    パウダーテック                    ㈱ワンダーキープ高萩       ㈱ピーティーエス         三井金属鉱業㈱ 

     インターナショナルコープ                                  非連結子会社               ㈱ 南 悠 商 社 

    武蔵産業㈱                                                   ＬＭＣコープ 
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経 営 方 針 

 

１．経営の基本方針  

       パウダーテックは、情報と市場を広く世界に求め、絶え間なく技術の前進を続ける企業であります。 

     当社の経営理念は、 

              １．技術を以って社会の繁栄に貢献する 

              １．誠実を以って貫く 

              １．チャレンジ精神、開拓精神に徹する 

              １．社会のニーズに迅速に対応する 

     であります。 

 

 

２．利益配分に関する基本方針 

当社は、財務体質の強化を図りながら業績に応じた適正な利益配分を安定かつ継続的に行うことを基本方針として

おります。なお、平成 18年５月１日に会社法が施行されておりますが、従来の配当方針を継続する予定です。 

 

 

３．中期的な会社の経営戦略と対処すべき課題   

当社グループの主力事業でありますキャリアが使用される二成分系複写機・プリンターの主要用途は企業のオフィ

ス用事務機の分野であり、カラー市場の伸びや中国を中心としたアジア市場拡大などから、フルカラー機やデジタル

機の販売が急激に伸長しております。 

キャリアの需要は、高品質カラーに適した小粒径ＥＦキャリアが急激に増加しており、全体として今後も拡大が予

想されます。 

一方、大手複写機・プリンターメーカーは、機械のメンテナンスコスト削減を図るため、以前にもましてキャリア

の長寿命化要求を強めており、また、高画質化に向けてキャリアの更なる微粒化などの高品質要求も既に出てきてお

ります。当社グループはこれら市場の要求に対して、今後とも積極的に対応していく所存であります。 

当社グループは、平成 17 年度を初年度とする３カ年の中期経営計画において、最終年度には７億円以上の連結経

常利益を出し得る経営基盤の確立を目指しておりますが、原材料・燃料価格の高騰等が続いている状況から、厳しい

経営環境にあると言わざるを得ません。 

     以上をふまえ、平成 18年度においては、次のとおりの施策を実施してまいります。 

キャリア事業におきましては、平成 17 年度に実施しました製造設備１ライン増設等の増産起業により、ＥＦキャ

リア生産能力は従前より 60％増となりましたが、旺盛なＥＦキャリア需要に応じた増産対応のため、ＥＦキャリア

生産能力を限界まで高めていきます。同時にキャリア事業の収益改善のため、歩留アップ等の技術向上によるコスト

ダウンや大幅コストダウンが可能な新規製造工程の開発に注力します。次に更なる微粒化などの市場要求に対しては、

当社の基礎研究開発陣と製造技術、設備技術陣を総動員して整粒された次世代コアなどを完成させ、新規テーマの獲

得と量産化準備を行う所存であります。 

また、平成 16 年度に導入したＴＰＭ（全社的予防保全活動）を改善活動の中核に据えて、市街地に隣接した工場

として必要な環境対策を行うとともに、ＥＦキャリア増産、コストダウン等、工場の改善をより一層進め、安定した

業績をあげうる企業体質の構築を進めてまいる所存であります。 

さらには、米国営業子会社も有効活用して、海外有力ユーザーの開拓や電子写真技術を利用した新市場への進出な

ど推進してまいります。 

鉄粉事業におきましては、素材インフレ対策が課題でありますので、まず新規に開拓したカイロ用鉄粉原料ソース

を戦力化し購入価格の低減を図る方針でありますが、状況は非常に厳しいものがあります。今後とも当社の技術指導
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に応えうる安定購入先の拡大と新規顧客への参入等による拡販を行い、利益の維持を図ります。 

脱酸素剤関連の事業におきましては、現在当社グループの差別化商品である酸素検知剤とその一体化品の増産起業

を平成 17年度に行い増産体制を確立しましたので、大手顧客等への拡販を積極的に行うとともに、ＯＥＭ受託生産

の拡大等も行います。さらに脱酸素剤、酸素検知剤の品揃えを拡充するため研究開発を強化します。 

なお、今年度も引き続き原材料・燃料価格が上昇しておりますので、各事業分野において有利原材料・燃料への切

り替え、工程改善によるコストダウン、製品価格への一部転嫁などで対処いたします。 

シェア世界一のキャリア事業はもとより、その他の二事業もそれぞれの事業分野において上記のような諸施策を確

実に実行し、業界で確固たる地位を築くと同時にさらに高い収益を確実にあげうる体制の構築を推進してまいります。 

全社的には近年注力してまいりました総資産の圧縮をはじめ、経営全般の効率を高め、経営基盤強化を継続してま

いります。 

 

経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 

 

１．経営成績 

(1) 当中間期の概況 

当中間期の国内経済は、雇用及び所得の改善を背景として個人消費が堅調であったことに加え、企業収益の好転

や設備投資の拡大など、総じて緩やかな景気拡大基調で推移しました。しかしながら、原油価格の高騰、原材料価

格の上昇により、当社は大幅なコストアップを余儀なくされました。 

当社グループの主力製品である電子写真用キャリアの用途は、オフィス用複写機・プリンターの現像剤向けです

が、当中間期におけるオフィス用複写機・プリンター市場は、カラー化や中国をはじめとする新興国の市場拡大等

があり、これに伴いキャリア需要も堅調に推移しました。 

また、複写機・プリンターはアナログ機からデジタル機へのシフトとともに多機能複合機へと急速に進み、さら

に使用されるキャリアも CuZn系から環境にやさしいＥＦ系への切り替えが進んでいます。 

このようなキャリア市場動向のなか、当社グループは、ＥＦキャリアの急激な需要増加に対応するため、昨年度

において増産起業を実施し生産体制を整えましたので、当中間期は顧客の需要増加に安定的に応えることができま

した。また、各需要先の新規デジタル機、フルカラー機への採用・搭載を図るため、積極的な営業活動と個々のユ

ーザーニーズに対応したＲ＆Ｄによる受注活動に努めた結果、新規テーマの獲得、当期に発売されたマシンへの搭

載率も引き続き高水準を維持することができました。 

キャリア製品の販売については、従来型の CuZn系キャリアはＥＦキャリアへの切り替えにより減少しましたが、

ＥＦキャリアの需要は大幅に増加いたしました。この結果、当部門の売上高は、3,004 百万円（前年同期比 4.4％

増）となりました。 

鉄粉につきましては、当社グループの中核製品であるカイロ向け鉄粉の市場は成熟しており、全体需要は横這い

の状態が続いておりますが、当中間期はカイロメーカーでの需要期前の在庫積み増しにより需要が大幅に増加しま

した。粉末冶金向け等も好調な自動車業界に牽引され堅調でした。この結果、当部門の売上高は 595百万円（前年

同期比31.8％増）となりました。 

脱酸素剤関連は、主要需要先である食品自体の市場は飽和状態ですが、消費者の自然志向・健康志向により、鮮

度保持に対しては従来の防腐添加剤に代わって脱酸素剤を使用する食品が増えており、脱酸素剤市場は毎年2～3％

増加しております。当社グループは、脱酸素剤につきましては、性能が良く好評の酸素検知剤と一体化した差別化

製品および小サイズ品を中心に拡販に努力するとともに、受託生産を拡大した結果、当部門の売上高は 645百万円

（前年同期比 6.7％増）となりました。 

以上の結果、当中間期の連結売上高は 4,245百万円（前年同期比7.9％増）となりました。  

 

損益面におきましては、キャリア事業では、原材料・燃料価格の高騰、および増産起業に伴う減価償却費・リー

ス料の増加等によるコストアップはありましたが、増販による増益、工程改善、歩留改善等によるコストダウンで
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カバーし、当中間期の連結売上総利益は前期比大幅増益となりました。 

鉄粉は、原料価格アップによる減益幅が大きく、増販による増益、製品価格への一部転嫁、および物流効率化に

よるコストダウン等の努力でもカバーできず、若干の減益となりました。 

脱酸素剤関連は、検知剤及びその一体化品の増産起業に伴う償却費・リース料の増加等によるコストアップがあ

り、増販およびコストダウンでカバーできず、減益となりました。 

販売費及び一般管理費では、売上高増加に伴う販売費の増加、研究開発強化等による一般管理費の増加があり、

連結営業利益は 366百万円（前年同期比88.5％増）となりました。営業外損益では試作品売却益の増加等があり、

連結経常利益は 372百万円（前年同期比 92.0％増）となりました。 

特別損益では、損失として固定資産処分損 16百万円を計上したほか、環境対策引当金繰入 5 百万円を計上いた

しました。 

この結果、連結税金等調整前中間純利益は 350 百万円（前年同期比 94.2％増）となり、法人税、住民税、事業

税、および法人税等調整額を差し引いた連結中間純利益は 203百万円（前年同期比 97.5％増）となりました。 

 

(2) 単独決算の状況 

単独決算では、当中間期の売上高は 4,097百万円（前年同期比 13.3％増）、経常利益は 370百万円（前年同期比

98.3％増）、税引前中間純利益は 348百万円（前年同期比 101.3％増）、中間純利益 204百万円（前年同期比 106.4％

増）となりました。 

 

(3) 通期の見通し 

国内経済は好調な設備投資と底堅い個人消費が見込まれる一方で、原油高や原材料の高騰による企業収益の圧

迫など不安定要因もあり、先行きについては不透明ではありますが、全般的には緩やかな拡大傾向で推移するもの

と想定されます。 

当社グループの主力製品でありますキャリアの需要は、キャリア自体の長寿命化の要求はますます強まるもの

の、カラー化や高速化の進行等で、全体としては堅調な伸びが期待できる見通しであります。 

このような状況のなか、当社グループといたしましては、引き続き需要家ニーズの変化に一層迅速に対応し、

販売量の確保、新規受注の拡大等に努めるとともに、ＥＦキャリア増産やコストダウン等を着実に達成し、徹底し

た経営の効率化、経営基盤の強化に努める所存であります。しかし、下期において一部ユーザーの在庫調整が見込

まれていることに加え、ＥＦキャリア増産のための設備投資に伴う減価償却費・リース料の負担増、原材料・燃料

価格の上昇等、コスト負担増が見込まれるため、利益の見通しは厳しく予想せざるを得ません。 

現時点での通期の連結業績見通しは、売上高 8,400百万円（前年度比 5.7％増）、経常利益 600百万円（前年度

比 81.8％増）、当期純利益 320百万円（前年度比 64.1％増）を予想しております。 

また、単独業績見通しは、売上高 8,000百万円（前年度比6.1％増）、経常利益 600百万円（前年度比84.6％増）、

当期純利益 320百万円（前年度比 64.9％増）を予想しております。 

なお、平成 18年 11月 20日付で業績予想および配当予想の修正発表を行っております。 

 

２．財政状態 

(1) 当中間期末の資産、負債及び純資産の状況 

・ 総資産       7,908百万円（前期末比  3.3％増） 

・ 純資産             4,664百万円（前期末比  2.6％増） 

・ 自己資本比率         59.0％   （前期末比  0.4％減） 

 

当中間期末は前期末に比べて、流動資産は、売上増による受取手形及び売掛金の増加、製品の適正在庫積み上げ

によるたな卸資産の増加、繰延税金資産、その他の流動資産（預け金）の増加などから、386百万円増加しました。

固定資産は、設備投資等により有形固定資産の増加がありましたが、繰延税金資産の減少等があり、135百万円減

少し、総資産は 251百万円増加しました。 
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負債は、短期借入金が減少しましたが、支払手形及び買掛金、未払金等が増加し、132百万円増加しました。 

純資産は、利益剰余金が当期純利益で増加したことなどから 118百万円増加しました。 

自己資本比率は、総資産の増加等により、59.0％と前期末比 0.4％減少しました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が 350 百万円、減価償却費が 182

百万円となり、売上債権の増加で 102 百万円のキャッシュ減少、仕入債務の増加で 147 百万円のキャッシュ増加

等により、668百万円のキャッシュの増加（前年同期比1,000百万円キャッシュ増）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製品製造設備及び脱酸素剤製造設備等の設備投資に 174

百万円を支出したことにより、162 百万円のキャッシュの減少（前年同期比 33 百万円キャッシュ増）となりまし

た。 

財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払 89百万円、借入金純返済 135百万円等を行い、224百

万円のキャッシュの減少（前年同期比 424百万円のキャッシュ減）となりました。 

これらの結果、当中間期における現金及び現金同等物は前年同期比 275百万円増加し、中間期末残高は 629百万

円となりました。 

 

３．事業等のリスク 

中間決算短信に記載した経営成績及び財政状態等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項は、次のとおりであります。 

なお、将来に関する内容は、当中間期末現在において判断したものであります。 

 

(1) 主力製品について 

当社グループの主力製品であるキャリア製品の売上高は、連結売上高の 70％を占めております。キャリアが使

用される二成分系複写機・プリンターは、主に企業向けであり、今後も底堅い需要が見込まれますが、キャリア自

体の品質向上、長寿命化の進行により、複写機・プリンターの台数は伸びても、キャリア需要はそれに比例して伸

びない可能性があります。 

 

(2) 原材料の仕入価格の変動について 

世界的に原材料・燃料価格が高騰しており、当社もその影響を受けるため、調達先の拡大と安定購入先の確保、

さらには製品価格への一部転嫁も行い、経営成績に与える影響を最小限に抑える対策を行ってまいります。 

また、輸入原料については、外貨建決済のものがあり、為替相場の変動によるリスクを有しておりますので、為

替リスクをミニマイズするため、為替予約取引を利用しております。 

 

 

 

  （注） 次ページ以降の添付資料の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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１ 【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) 

前連結会計年度の 
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   273,355   270,437   255,667  

２ 受取手形及び売掛金 ※３  1,172,488   1,172,495   1,071,437  

３ たな卸資産   1,866,935   1,819,465   1,772,972  

４ その他   562,981   686,698   460,938  

貸倒引当金   △5,078   △5,142   △4,021  

流動資産合計   3,870,683 48.4  3,943,954 49.9  3,556,994 46.5 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1) 建物及び構築物  2,986,649   3,197,916   3,175,622   

減価償却累計額  1,688,241 1,298,408  1,783,395 1,414,520  1,729,988 1,445,634  

(2) 機械装置 
  及び運搬具 

 4,950,983   5,153,544   5,072,920   

減価償却累計額  3,987,076 963,906  4,038,369 1,115,174  4,015,165 1,057,754  

(3) 土地   997,131   997,131   997,131  

(4) その他  607,623   401,859   357,868   

減価償却累計額  244,889 362,733  252,266 149,592  247,651 110,217  

有形固定資産合計   3,622,178 45.3  3,676,418 46.5  3,610,737 47.1 

２ 無形固定資産   11,736 0.2  2,405 0.0  7,067 0.1 

３ 投資その他の資産           

(1) 繰延税金資産   325,789   215,091   397,118  

(2) その他   160,398   71,014   85,938  

貸倒引当金   △811   △800   △805  

投資その他の資産 
合計 

  485,376 6.1  285,306 3.6  482,251 6.3 

固定資産合計   4,119,291 51.6  3,964,130 50.1  4,100,056 53.5 

資産合計   7,989,975 100.0  7,908,084 100.0  7,657,051 100.0 
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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) 

前連結会計年度の 
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 ※３  907,053   858,940   711,149  

２ 短期借入金 ※１  1,290,000   1,350,000   1,485,000  

３ 未払金   630,568   326,773   271,292  

４ 未払法人税等   12,792   19,293   13,044  

５ 賞与引当金   144,650   149,300   148,000  

６ 子会社整理 
損失引当金   13,587   10,836   12,111  

７ その他 ※３  230,177   223,829   187,375  

流動負債合計   3,228,829 40.4  2,938,973 37.2  2,827,974 36.9 

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金   271,486   269,584   264,268  

２ 役員退職慰労引当金   13,021   28,923   17,882  

３ 連結調整勘定   2,034   ―   1,356  

４ 負ののれん   ―   678   ―  

５ 環境対策引当金   ―   5,900   ―  

固定負債合計   286,542 3.6  305,085 3.8  283,506 3.7 

負債合計   3,515,371 44.0  3,244,058 41.0  3,111,480 40.6 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   1,557,000 19.5     1,557,000 20.3 

Ⅱ 資本剰余金   1,566,000 19.6     1,566,000 20.5 

Ⅲ 利益剰余金   1,325,412 16.6     1,417,140 18.5 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   32,363 0.4     7,040 0.1 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △4,090 △0.1     649 0.0 

Ⅵ 自己株式   △2,081 △0.0     △2,260 △0.0 

資本合計   4,474,603 56.0     4,545,570 59.4 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  7,989,975 100.0     7,657,051 100.0 
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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) 

前連結会計年度の 
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      1,557,000 19.7    

２ 資本剰余金      1,566,000 19.8    

３ 利益剰余金      1,524,036 19.3    

４ 自己株式      △2,612 △0.0    

株主資本合計      4,644,423 58.8    

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金      3,954 0.0    

２ 繰延ヘッジ損益      19,190 0.2    

３ 為替換算調整勘定      △3,543 △0.0    

評価・換算差額等 
合計 

     19,602 0.2    

純資産合計      4,664,025 59.0    

負債純資産合計      7,908,084 100.0    
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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) 

前連結会計年度の 
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   3,934,503 100.0  4,245,667 100.0  7,944,097 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,209,597 81.6  3,334,166 78.5  6,532,470 82.2 

売上総利益   724,905 18.4  911,500 21.5  1,411,627 17.8 

Ⅲ 販売費及び一般 
  管理費 ※１  530,409 13.5  544,782 12.9  1,069,180 13.5 

営業利益   194,495 4.9  366,718 8.6  342,446 4.3 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  829   1,149   1,121   

２ 為替差益  7,757   10,949   12,604   

３ 試作品売却益  3,551   16,446   14,509   

４ その他  5,922 18,060 0.5 11,086 39,632 1.0 11,188 39,423 0.5 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  4,647   4,737   8,487   

２ 営業権償却  4,500   4,500   9,000   

３ 債権譲渡損  8,225   9,271   16,029   

４ たな卸資産処分損  ―   14,026   9,688   

５ その他  1,227 18,599 0.5 1,441 33,976 0.8 8,247 51,453 0.6 

経常利益   193,956 4.9  372,374 8.8  330,416 4.2 

Ⅵ 特別利益           

１ 投資有価証券売却益  341 341 0.0 ― ―  45,671 45,671 0.5 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産処分損 ※２ 13,952   16,331   30,408   

２ 投資有価証券売却損  ―   ―   437   

３ 環境対策引当金繰入  ―   5,900   ―   

４ 子会社整理損 
  失引当金繰入  ― 13,952 0.4 ― 22,231 0.6 1,554 32,401 0.4 

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  180,345 4.6  350,142 8.2  343,686 4.3 

法人税、住民税 
及び事業税  2,053   8,346   3,462   

法人税等調整額  75,009 77,062 2.0 137,851 146,198 3.4 145,212 148,675 1.8 

中間(当期)純利益   103,283 2.6  203,944 4.8  195,011 2.5 
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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) 

(資本剰余金の部)      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,566,000  1,566,000 

Ⅱ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  1,566,000  1,566,000 

(利益剰余金の部)      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,321,186  1,321,186 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

  中間(当期)純利益  103,283 103,283 195,011 195,011 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１ 配当金  89,056  89,056  

２ 役員賞与 
(うち、監査役賞与)  

10,000 
(―) 99,056 

10,000 
(―) 99,056 

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  1,325,412  1,417,140 
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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 資本剰余金 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) 1,557,000 1,566,000 1,417,140 △2,260 4,537,880 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当（注）   △89,049  △89,049 

 役員賞与（注）   △8,000  △8,000 

 中間純利益   203,944  203,944 

 自己株式の取得    △351 △351 

 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) 

― ― 106,895 △351 106,543 

平成18年９月30日残高(千円) 1,557,000 1,566,000 1,524,036 △2,612 4,644,423 

 

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 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 7,040 ― 649 7,690 4,545,570 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当（注）     △89,049 

 役員賞与（注）     △8,000 

 中間純利益     203,944 

 自己株式の取得     △351 

 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) △3,086 19,190 △4,192 11,911 11,911 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△3,086 19,190 △4,192 11,911 118,455 

平成18年９月30日残高(千円) 3,954 19,190 △3,543 19,602 4,664,025 

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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 税金等調整前中間(当期) 
  純利益  180,345 350,142 343,686 

２ 減価償却費  154,655 182,962 345,859 
３ 貸倒引当金の増減額 
  (減少は△) 

 372 1,115 △689 

４ 賞与引当金の増減額 
  (減少は△)  2,650 1,300 6,000 

５ 子会社整理損失引当金の 
  増減額(減少は△)  △1,000 △1,275 △2,476 

６ 退職給付引当金の増減額 
  (減少は△) 

 11,531 5,316 4,313 

７ 役員退職慰労引当金の 
  増減額(減少は△)  △13,549 11,041 △8,689 

８ 環境対策引当金の増減額 

(減少は△) 
 ― 5,900 ― 

９ 受取利息及び受取配当金  △1,254 △1,185 △1,631 

10 支払利息  4,647 4,737 8,487 

11 為替差損益（差益は△）  ― ― △619 

12 有形固定資産除却損  4,785 5,214 11,217 

13 投資有価証券売却益  △341 ― △45,671 

14 投資有価証券売却損  ― ― 437 
15 売上債権の増減額 
  (増加は△)  △230,402 △102,250 △126,891 

16 たな卸資産の増減額 
  (増加は△)  △405,542 △48,306 △308,048 

17 仕入債務の増減額 
  (減少は△) 

 126,478 147,080 △73,409 

18 その他資産・負債の増減額  △130,777 88,977 △59,943 
19 未払消費税等の増減額 
  (減少は△)  △18,877 32,226 △19,500 

20 役員賞与の支払額  △10,000 △8,000 △10,000 

小計  △326,279 674,996 62,430 

21 利息及び配当金の受取額  1,314 1,185 1,690 

22 利息の支払額  △3,967 △4,217 △7,639 

23 法人税等の支払額  △2,663 △3,095 △3,021 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 
△331,595 668,868 53,460 
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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 

    

１ 有形固定資産 
の取得による支出  △187,244 △174,118 △872,163 

２ 有形固定資産 
の売却による収入  ― ― 102 

３ 投資有価証券 
の取得による支出 

 △709 ― △810 

４ 投資有価証券 
の売却による収入  794 ― 63,726 

５ その他  △9,000 11,707 23,785 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △196,159 △162,411 △785,360 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

    

１ 短期借入れによる収入  1,290,000 ― 1,635,000 
２ 短期借入金の 

返済による支出  △900,000 △135,000 △1,050,000 

３ 長期借入金の 
返済による支出  △100,000 ― △100,000 

４ 自己株式の取得による支出  △363 △351 △541 

５ 配当金の支払額  △89,056 △89,049 △89,056 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 200,580 △224,400 395,401 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 2,120 △417 5,194 

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額(減少は△) 

 △325,053 281,639 △331,304 

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 679,072 347,768 679,072 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 
354,018 629,407 347,768 
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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 
 

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 

連結子会社の数 ３社 
パウダーテックインター

ナショナルコープ 
武蔵産業㈱ 
㈱ワンダーキープ高萩 

非連結子会社の数 ２社 
  ㈱ピーティーエス 

  ＬＭＣコープ 
 非連結子会社は企業集団に
おける重要性が低く、また、
この総資産、売上高、中間純
損益及び利益剰余金等は小規

模であります。したがって、
これを連結対象から除外して
も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
を妨げないため連結対象から

除外しております。 

連結子会社の数 ３社 
パウダーテックインター

ナショナルコープ 
武蔵産業㈱ 
㈱ワンダーキープ高萩 

非連結子会社の数 ２社 
  ㈱ピーティーエス 

  ＬＭＣコープ 
同左 

連結子会社の数 ３社 
パウダーテックインター

ナショナルコープ 
武蔵産業㈱ 
㈱ワンダーキープ高萩 

非連結子会社の数 ２社 
  ㈱ピーティーエス 

  ＬＭＣコープ 
 非連結子会社は企業集団に
おける重要性が低く、また、
この総資産、売上高、当期純
損益及び利益剰余金等は小規

模であります。したがって、
これを連結対象から除外して
も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
を妨げないため連結対象から

除外しております。 

２ 持分法の適用に関す
る事項 

 非連結子会社については、
中間連結純損益及び利益剰余
金等に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ全体としても重要性
がないため、これらの会社に

対する投資勘定については、
持分法を適用せず原価法によ
り評価しております。関連会
社はありません。 

同左  非連結子会社については連
結純損益及び利益剰余金等に
及ぼす影響が軽微であり、か
つ全体としても重要性がない
ため、これらの会社に対する

投資勘定については、持分法
を適用せず原価法により評価
しております。関連会社はあ
りません。 

３ 連結子会社の中間決
算日(決算日)等に
関する事項 

 パウダーテックインターナ
ショナルコープの中間決算日
は６月30日で、武蔵産業㈱の

中間決算日は７月31日であり
ます。中間連結財務諸表の作
成にあたっては同日現在の中
間財務諸表を使用しておりま
す。なお、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引につ
いては、連結上必要な調整を
行っております。 

同左  連結子会社パウダーテック
インターナショナルコープの
決算日は12月31日で、武蔵産

業㈱の決算日は１月31日であ
ります。連結財務諸表の作成
にあたっては同日現在の財務
諸表を使用しております。な
お、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連
結上必要な調整を行っており
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 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 

たな卸資産  
 
 

移動平均法によ
る原価基準 

有価証券  
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) 

時価のないもの 
 移動平均法による原価
基準 

デリバティブ 
   時価法 
 

たな卸資産  
同左 
 

有価証券  
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) 

時価のないもの 
  同左 
 

デリバティブ 
   同左 
 

たな卸資産  
 同左 

 
有価証券  

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 
  同左 
 

デリバティブ 
   同左 

 
 (2) 重要な減価償却資

産の減価償却の方
法 

有形固定資産  
当社、武蔵産
業㈱及び㈱
ワンダーキ
ープ高萩 

 定率法 

 ただし、平成10年４月１日以
降に取得した建物(建物附属設
備を除く)については、定額法
を採用しております。 
 その他の 
 連結子会社 

定額法 
 

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 
       ５年～38年 
 機械装置及び運搬具 
       ２年～13年 
 

有形固定資産  
当社、武蔵産
業㈱及び㈱
ワンダーキ
ープ高萩 

 同左 
 

 同左 
 
 
 
 その他の 
 連結子会社 

同左 

同左 
 

有形固定資産  
当社、武蔵産
業㈱及び㈱
ワンダーキ
ープ高萩 

 同左 
 

 同左 
 
 
 
 その他の 
 連結子会社 

 同左 

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) 

 無形固定資産  
 定額法 
 なお、主な耐用年数は次のと
おりであります。 
営業権  ５年 

長期前払費用 
     均等償却 

無形固定資産  
 同左 
同左 

 
 
長期前払費用 
     同左 

無形固定資産  
 同左 
同左 

 
 
長期前払費用 
     同左 

 (3) 重要な引当金の計
上基準 

貸倒引当金 
売掛金、貸付金等債権

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
ついては個別に債権の回
収可能性を検討し計上し
ております。 

 

貸倒引当金 
同左 

 

貸倒引当金 
同左 

 

 賞与引当金 
従業員に対する賞与支

給見込額のうち、当中間
会計期間負担額を当中間
会計期間の費用に計上す
るため設定したものであ
り、支給見込額基準によ
り計上しております。 

 

賞与引当金 
同左 

 

賞与引当金 
従業員に対する賞与支

給見込額のうち、当期負
担額を当期の費用に計上
するため設定したもので
あり、支給見込額基準に
より計上しております。 

 

 子会社整理損失引当金 
子会社の事業整理に伴

い負担することとなる損
失に備えるため、当該損
失見積額を計上しており
ます。 

 

子会社整理損失引当金 
同左 

 

子会社整理損失引当金 
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) 

 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。 

 

退職給付引当金 
同左 

 

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、当連結会計年
度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。 

 
 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支
出に備えて、内規に基づ
く中間期末要支給額を計
上しております。 

 

役員退職慰労引当金 
同左 

 

役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支

出に備えて、内規に基づ
く期末要支給額を計上し
ております。 

 
 ―――――――― 環境対策引当金 

ＰＣＢ(ポリ塩化ビフェ
ニル)の処理が法定化され
たことに伴い、ＰＣＢ廃棄
物の処理費用に充てるた
め、見積額を計上しており
ます。 

―――――――― 

 (4) 重要な外貨建の資
産又は負債の本邦
通貨への換算の基
準 

 外貨建金銭債権債務は、中
間決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、換算差額は
損益として処理しておりま
す。なお、在外連結子会社は
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
は資本の部における為替換算
調整勘定に含めて計上してお
ります。 

外貨建金銭債権債務は、中間
決算日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。な
お、在外連結子会社は中間決算
日の直物為替相場により円貨
に換算し、換算差額は純資産の
部における為替換算調整勘定
に含めて計上しております。 

 外貨建金銭債権債務は、決
算日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。な
お、在外連結子会社は決算日
の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は資本の部
における為替換算調整勘定に
含めて計上しております。 

 (5) 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 
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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) 

 (6) 重要なヘッジ会計
の方法 

ヘッジ会計の方法 
 繰延ヘッジ処理を採
用しております。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 
 将来のたな卸資産（主
として原料）の購入に係
る為替相場の変動によ
るリスクを回避する目
的で、為替予約取引を利
用しております。 

ヘッジ方針 
 ヘッジの手段である
デリバティブ取引は、実
需の範囲内で行う方針
としております。 

ヘッジ有効性評価の方法 
 為替予約取引について
は、ヘッジ対象の予定取
引と重要な条件がほぼ同
じであり、ヘッジに高い
有効性があるとみなされ
るため、ヘッジの有効性
の判定を省略しておりま
す。 

ヘッジ会計の方法 
 同左 
 

ヘッジ手段とヘッジ対象 
 同左 
 
 
 
 
 
 

ヘッジ方針 
 同左 
 
 
 
 

ヘッジ有効性評価の方法 
 同左 
 

ヘッジ会計の方法 
 同左 
 

ヘッジ手段とヘッジ対象 
 同左 
 
 
 
 
 
 

ヘッジ方針 
 同左 
 
 
 
 

ヘッジ有効性評価の方法 
 同左 

 (7) 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、手元現
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カ月以内に償還期限
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、
価格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カ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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会計処理の変更 
 

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。 
 これによる損益に与える影響はあり
ません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相
当する金額は4,644,835千円でありま
す。 

 中間連結財務諸表規則の改正により、
当中間連結会計期間における中間連結
財務諸表は、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。 
 前中間連結会計期間において流動負
債の「その他」に含めて表示しておりま

した「繰延ヘッジ利益」は、当中間連結
会計期間から税効果調整後の金額を「評
価・換算差額等」の内訳科目の「繰延ヘ

ッジ損益」として表示しております。 
 なお、前中間連結会計期間の繰延ヘッ
ジ利益について、当中間連結会計期間と

同様の方法によった場合の金額は
19,423千円であります。 

―――――――― 
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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) 

――――――――――― （中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間末の固定負債の「連結調整勘定」は、中
間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間末から
「負ののれん」として表示しております。 

（中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間において独立掲記していました「法人税
等還付加算金」は、当中間連結会計期間において営業外収益の
総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示しております。なお当中間連結会計期間の「その
他」に含まれている法人税等還付加算金は、４千円であります。 

――――――――――― 

 
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 有形固定資産のうち334,478千
円は、短期借入金1,000千円の財

団抵当に供されております。 

※１ 有形固定資産のうち313,326千円
は、短期借入金1,000千円の財団抵

当に供されております。 

※１ 有形固定資産のうち322,519千
円は、短期借入金1,000千円の

財団抵当に供されております。 
 ２ 債権流動化に伴う買戻義務 

38,296千円 
 ２ 債権流動化に伴う買戻義務 

57,747千円 
２ 債権流動化に伴う買戻義務 
         93,744千円 

――――――――― ※３  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
をもって決済処理しております。 

    なお、当中間連結会計期間末日

が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。 
受取手形 398千円 
支払手形 7,865千円 

その他流動負債 
(設備関係支払手形) 

26,955千円 
 

――――――――― 
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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主要な
費目及び金額は次のとおりであ
ります。 

販売費 千円 
輸送費 71,862 
給料・手当 56,753 
賞与引当金繰入額 9,224 
退職給付費用 2,866 
貸倒引当金繰入額 382 
減価償却費 235 

一般管理費  
役員報酬及び 
給料・手当 

81,772 

賞与引当金繰入額 15,984 
退職給付費用 2,934 
役員退職慰労 
引当金繰入額 

4,392 

減価償却費 4,108 
研究開発費 99,125 
事業所税等及び 
租税公課 

17,879 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な
費目及び金額は次のとおりであ
ります。 

販売費 千円 
輸送費 78,195 
給料・手当 59,186 
賞与引当金繰入額 9,603 
退職給付費用 2,008 
貸倒引当金繰入額 1,120 
減価償却費 346 

一般管理費  
役員報酬及び 
給料・手当 

88,210 

賞与引当金繰入額 14,970 
退職給付費用 2,810 
役員退職慰労 
引当金繰入額 

10,832 

減価償却費 6,112 
研究開発費 112,289 
事業所税等及び 
租税公課 

17,504 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な
費目及び金額は次のとおりであ
ります。 

販売費 千円 
輸送費 147,555 
給料・手当 123,117 
賞与引当金繰入額 8,851 
退職給付費用 4,314 
貸倒引当金繰入額 191 
減価償却費 568 

一般管理費  
役員報酬及び 
給料・手当 

205,028 

賞与引当金繰入額 19,446 
退職給付費用 5,246 
役員退職慰労 
引当金繰入額 

9,722 

減価償却費 12,598 
研究開発費 174,059 
事業所税等及び 
租税公課 

34,294 
 

※２ 固定資産処分損の内訳は次のと
おりであります。 

 千円 

建物及び構築物 2,259 
機械装置及び 
運搬具 

11,337 

その他 355 
計 13,952千円 

 

※２ 固定資産処分損の内訳は次のと
おりであります。 

 千円 

建物及び構築物 1,055 
機械装置及び 
運搬具 

15,202 

その他 73 
計 16,331千円 

 

※２ 固定資産処分損の内訳は次のと
おりであります。 

 千円 
建物及び構築物 6,918 
機械装置及び 
運搬具 

22,664 

その他 825 
計 30,408千円 
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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(株) 14,850,000 ― ― 14,850,000 

 
 

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) 8,470 1,100 ― 9,570 
 

（変動事由の概要） 
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
 単元未満株式の買取りによる増加  1,100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 89,049 6.00 平成 18年３月 31日平成 18年６月 29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当中間連結会計期間の末日後となるもの 
 

     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 
現金及び預金勘定 273,355 千円 
その他の流動資産 
(預け金)勘定 

80,662  

現金及び現金 
同等物 

354,018 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 
現金及び預金勘定 270,437 千円 
その他の流動資産 
(預け金)勘定 

358,970  

現金及び現金 
同等物 

629,407 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 
現金及び預金勘定 255,667 千円 
その他の流動資産 
(預け金)勘定 92,100 

 

現金及び現金 
同等物 347,768 

千円 
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(リース取引関係) 
 

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) 

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 

 

取得価額 

相当額 

 

(千円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円) 

中間期末 

残高 

相当額 

(千円) 

機械装置 

及び 

運搬具 

2,017,139 406,454 1,610,685

その他 65,339 26,097 39,242 

合計 2,082,478 432,551 1,649,927 
 

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 

 

取得価額 

相当額 

 

(千円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円) 

中間期末 

残高 

相当額 

(千円) 

機械装置 

及び 

運搬具 

2,689,431 824,191 1,865,239

その他 50,042 28,958 21,083 

合計 2,739,473 853,150 1,886,323
 

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期末残高
相当額 

 

取得価額 

相当額 

 

(千円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円) 

期末残高 

相当額 

 

(千円) 

機械装置 

及び 

運搬具 

2,635,173 605,588 2,029,585 

その他 54,708 28,687 26,020 

合計 2,689,882 634,275 2,055,606 

  
 (2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 
１年内 333,147千円 
１年超 1,333,482 
合計 1,666,629千円 
 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相
当額 
１年内 588,571千円 
１年超 1,323,917 
合計 1,912,489千円 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 435,548千円 
１年超 1,642,138 
合計 2,077,687千円 
  

 (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 116,317千円 
減価償却費相当額 102,609千円 
支払利息相当額 15,375千円 

 

 (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 246,400千円 
減価償却費相当額 223,540千円 
支払利息相当額 26,944千円 

 

 (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 340,487千円 
減価償却費相当額 305,290千円 
支払利息相当額 42,553千円 

  
 (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
法によっております。 

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
っております。 

 (4) 減価償却費相当額及び利息相当
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 

同左 

オペレーティング・リース取引 
 未経過リース料 

１年内 2,084千円 
１年超 5,655 
合計 7,740千円 

 

オペレーティング・リース取引 
 未経過リース料 

１年内 1,740千円 
１年超 4,495 
合計 6,235千円 

 

オペレーティング・リース取引 
 未経過リース料 

１年内 1,588千円 
１年超 4,866 
合計 6,455千円 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  取得原価  中間連結貸借対照表 
計上額 

 差額 

株式  23,680千円  75,181千円  51,500千円 

 
２ 時価のない有価証券 

その他有価証券 

該当事項はありません。 

 

 
当中間連結会計期間(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  取得原価  中間連結貸借対照表 
計上額 

 差額 

株式   5,742千円  12,382千円  6,639千円 

 

２ 時価のない有価証券 

その他有価証券 

該当事項はありません。 

 
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 

  取得原価  連結貸借対照表 
計上額 

 差額 

株式   5,742千円  14,730千円  8,987千円 

（注）時価のある有価証券の減損処理につきましては、時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合は、時価の回復可能性が

ないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性を検討し、減損処理の
要否を判定しております。 

 

２ 前連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

  売却額  売却益の合計額  売却損の合計額 

株式  63,726千円  45,671千円   437千円 

 

３ 時価のない有価証券 

  その他有価証券 

   該当事項はありません。 
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(平成17年９月30日) 

 該当事項はありません。 

 なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。 

 

当中間連結会計期間(平成18年９月30日) 

 該当事項はありません。 

 なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。 

 

前連結会計年度(平成18年３月31日) 

 該当事項はありません。 

 なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。 

 
 

(ストック・オプション等関係) 

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） 

 該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当社企業グループは、酸化鉄を原料とする粉体素材分野において事務用機器、粉末冶金、カイロ用等の鉄粉素材を提供

する粉体製造業として、単一の事業を営んでいるので、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間並びに前連結会計年度

については、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、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) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を

超えているため、記載を省略しております。 

 
【海外売上高】 

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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

 

 (企業結合等関係) 

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） 

 該当事項はありません。 
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 (１株当たり情報) 
 

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株当たり純資産額 301円48銭 314円28銭 305円73銭 

１株当たり中間(当期) 
純利益 6円96銭 13円74銭 12円60銭 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期) 
純利益 

(注) 潜在株式調整後１株当
たり中間純利益について
は、潜在株式がないため

記載しておりません。 

(注) 潜在株式調整後１株当
たり中間純利益について
は、潜在株式がないため

記載しておりません。 

(注) 潜在株式調整後１株当
たり当期純利益について
は、潜在株式がないため

記載しておりません。 

  

（追加情報） 
 当中間連結会計期間から、
改正後の「１株当たり当期純
利益に関する会計基準」(企業
会計基準委員会 最終改正平
成18年１月31日 企業会計基
準第２号)及び「１株当たり当
期純利益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１月31
日企業会計基準適用指針第４
号)を適用しております。 
 なお、前中間連結会計期間
と同様の方法により算定した
当中間連結会計期間の１株当
たり純資産額は、312円99銭と
なります。 

 

（注）算定上の基礎 

 
 １．１株当たり純資産額 

項目 
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) 

中間連結貸借対照表の 

純資産の部の合計額（千円） 
― 4,664,025 ― 

普通株式に係る純資産額（千円） ― 4,664,025 ― 

普通株式の発行済株式数（株） ― 14,850,000 ― 

普通株式の自己株式数（株） ― 9,570 ― 

１株当たり純資産の算定に用いられた 

普通株式の数（株） 
― 14,840,430 ― 
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２．１株当たり中間（当期）純利益 

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) 

中間連結損益計算書上の 
中間（当期）純利益（千円） 

103,283 203,944 195,011 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

103,283 203,944 187,011 

普通株主に帰属しない金額の内訳
（千円） 

   

 利益処分による役員賞与金 ― ― 8,000 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 8,000 
普通株式の期中平均株式数（株） 14,842,464 14,841,164 14,842,072 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社グループは、粉体製造業として単一の事業を営んでおり、生産・販売品目を特定の事業部門等に分類することが困

難なため、「事業部門等」の区分による記載は省略しております。 

なお、生産実績、受注状況及び販売実績は以下のとおりであります。 

(1) 生産実績 
 

区分 金額(千円) 前年同期比(％) 

キャリア製品 2,860,831 8.2 

鉄粉系製品 514,777 31.4 

脱酸素剤他 626,728 5.5 

計 4,002,336 10.3 

(注) 金額は販売価格(消費税等抜き)によっております。 

 

(2) 受注状況 

当社グループの主要製品については、見込み生産が主で受注生産はほとんど行っておりません。 

 
(3) 販売実績 

 

区分 金額(千円) 前年同期比(％) 

キャリア製品 3,004,390 4.4 

鉄粉系製品 595,446 31.8 

脱酸素剤他 645,830 6.7 

計 4,245,667 7.9 

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

鈴鹿富士ゼロックス㈱ 850,933 21.6 891,260 21.0 

㈱リコー 662,560 16.8 769,232 18.1 

２ 上記販売実績の金額は消費税等抜きで表示しております。 

 
                                               以 上 


