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平成１９年３月期  中間決算短信（非連結） 
平成 18 年 11 月 27 日 

会 社 名   鈴茂器工株式会社           上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号   ６４０５                本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.suzumo.co.jp   ） 

代  表  者 役  職  名  代 表 取 締 役 社 長 
氏    名  小  根  田   育  冶 

問い合わせ先  責任者役職名   取 締 役 経 理 部 長 

        氏    名   三 本  正 朗     ＴＥＬ（03）3993－1371 
決算取締役会開催日  平成 18 年 11 月 27 日          中間配当制度の有無  有  

中間配当支払開始日  平成 －年 －月 －日            単元株制度採用の有無 有（１単元 100 株） 
 

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                                  （単位：百万円未満四捨五入） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

 18 年 9 月中間期 

 17 年 9 月中間期 

百万円   ％

2,394（ △9.1）

2,633（ △8.2）

百万円   ％

113（△42.3）

195（△45.9）

百万円   ％

120（△38.9）

196（△46.3）

 18 年 3 月期              4,828           267 268 

 

 
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   ％

75（ 40.7）

53（△75.2）

円  銭

 15  14 

10  76 

円  銭

―  ― 

―  ― 

  18 年 3 月期      106         21  33 ―  ―  

(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 4,960,000 株 17 年 9 月中間期 4,960,000 株  18 年 3 月期 4,960,000 株 

   3．会計処理の方法の変更   無 

   4．売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2) 財政状態                                  （単位：百万円未満四捨五入） 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

 18 年 9 月中間期 

 17 年 9 月中間期 

百万円 

5,884     

  5,738     

百万円

5,139    

5,086    

％ 

87.3   

88.6   

円  銭

1,036   12 

1,025   39 

  18 年 3 月期 5,682     5,144    90.5   1,037   15 

(注) 1．期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 4,960,000 株 17 年 9 月中間期 4,960,000 株 18 年 3 月期 4,960,000 株 

2．期末自己株式数  18 年 9 月中間期       0 株 17 年 9 月中間期         0 株 18 年 3 月期       0 株 

(3) キャッシュ・フローの状況                          （単位：百万円未満四捨五入） 

 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 

457     

△14    

百万円

△67    

47    

百万円 

△74     

△74     

百万円

1,539    

1,354    

  18 年 3 月期 55     △152    △74     1,224    

 

２．１９年３月期の業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 

通 期 

百万円 

4,900   

百万円

255  

百万円 

142   

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）    28 円 63 銭 

 
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 
 中間期末 期末 年間 

18 年 3 月期 ― 15 15 

19 年 3 月期（実績） ― ― 

19 年 3 月期（予想） ― 15 
15 

※ 上記の業績予想は、本資料の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ます。実際の業績は、

今後様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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１. 企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社及び子会社１社で構成されており、事業内容は、寿司用米飯加工機器、お

むすび用米飯加工機器等の米飯加工機器の企画、製造販売を主たる事業としております。 

当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

          

 [国内販売]     

  製商品の販売   

  保守・メンテナンス等 

          

   ※  

   
スズモメンテナンス㈱

 

      

 製商品の販売 製商品の販売 

    

  

国内商社等 

保守点検等 

    

 製商品の販売 製商品の販売 
   

  
 販売代理店 

保守点検等 

  

     

国 

内 

ユ 

ー 

ザ 

ー 

 [海外販売]     

     

 製商品の販売 製商品の販売 
  

  

国内商社等 

保守点検等 

     

 製商品の販売   

     
 

  製商品の    

 海外子会社 販売 製商品の販売 
  

 
 

 

海外商社等 

保守点検等 

    

 

 
SUZUMO 

INTERNATIONAL 

CORPORATION 製商品の販売・保守点検等 

当 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社 

        

海 

外 

ユ 

ー 

ザ 

ー 

       ※ 当社の関連当事者ではありません。  
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２. 経営方針 

（1）経営の基本方針 

当社は、「米飯主食文化を世界へ」を理念とし、「手作りの味覚を失わない」お米商品の提案と

機械の開発を行い、主食としてのご飯の地位向上と、世界の人々が魅力を感じる美味しいお米商品

の普及に努めてまいります。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を

確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針に、経営基盤強化を考慮し、安

定配当とのバランスを勘案して決定いたしております。 

 内部留保金につきましては、生産設備及び販売網の強化・整備などに有効投資を行い、経営の安

定と事業の拡大に努めてまいります。 

  

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、平成16年4月1日に株式投資単位を100株に引下げ、これにより投資家層の拡大及び流通

の活性化を図ってまいりました。株式投資単位については、株主構成、流動性、投資金額を考慮し

て決定する方針であり、今後とも当社株式の動向を注視しつつ慎重に検討を進めてまいります。 

 

（4）目標とする経営指標 

  当社は、企業価値を高めるための目標として、以下の数値を経営指標として掲げております。 

 また、目標の実現あるいは目標へ近づけることで企業価値を向上させ、株主への利益還元を充実さ 

せたいと考えております。 

① 国内寿司ロボットのシェア ６０％以上 

② 海外売上比率 ２０％以上 

 

（5）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、ユーザーのコスト削減・省力化のニーズを充たす独創的な機械の開発を行い、技術開発

型企業として業界から高い評価を受けてまいりました。 

こうした状況下において、中長期的な経営戦略としては、「米飯主食文化を世界へ」を理念とし、

米飯加工機器を全世界に展開すべく、付加価値の高い会社づくりを目標としております。また、上

場企業としてコンプライアンス(法令遵守)の徹底を図り、コーポレートガバナンス(企業統治)を確

立し、社会に貢献できる企業を目指してまいります。具体的な経営戦略は以下のとおりであります。 

① 顧客志向を追求した付加価値の創造 

② 海外展開の加速とマーケティングの強化 

③ 品質向上体制の確立 

④ お客さま満足度の向上 

⑤ 管理職社員の人材育成 
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（6）会社が対処すべき課題 

外食産業におきましては、売上高は個人消費の回復により前年を上回るなど、回復基調で推移し

ております。 

このような状況の中で、当社の主要販売先であります回転寿司業界、フードサービス業界、惣菜

業界は、機械化・省力化をベースとした機器開発のチャンスが多く存在すると思われますので、常

にお客さまのニーズを意識して商品開発を進めてまいります。 

下期の重点課題としては、米飯惣菜市場に注力して、主力製品の中でも、超小型包装寿司ロボッ

ト、のり巻きロボット、シャリ弁ロボ（ご飯計量盛り付け機）等の拡販を目指しております。 

特に、シャリ弁ロボは３年前より市場投入をしておりますが、今年度より新たに全国展開を図る

べく、営業組織を整備し、その強化を図ってまいります。 

また、海外展開については、米国市場の売上増加と効率的な販売活動を展開するため、平成18年

３月に子会社を設立し、６月には業務を開始しました。北米に向けて「ＵＬ基準・ＮＳＦ基準」を

クリアした製品ラインアップの一層の強化・充実を図り、地域に密着した市場開拓と販売体制の構

築に向けた取り組みを進めてまいります。 

 

（7）親会社等に関する事項 

当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 

 

（8）内部管理体制の整備・運用状況 

当社の内部管理体制の整備・運用状況の詳細につきましては、別途公表しておりますコーポレー

ト・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」

をご参照下さい。 

 

（9）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３. 経営成績及び財政状態 

（1）当期の概況 

当中間会計期間における経済状況は、原油価格の高騰やゼロ金利政策の解除、不安定な為替

相場等の要因を内在しながらも、企業業績の好調を背景に設備投資の堅調さ、雇用環境の改善

など景気の回復基調が維持しております。 

外食産業におきましては、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）や鳥インフルエンザ等の影響が続き、食

の安全・安心への取り組みや、健康志向の高まりへの対応がますます重要になってきておりま

す。また、各企業の業績状況は、個人消費の回復があるものの多様化する消費者の嗜好や企業

間競争で厳しい状況が続いております。 

このような環境の中で、当社は価値創造型企業として、伝統的なお米のおいしさにこだわり、

回転寿司業界、フードサービス業界、惣菜業界のお客様の立場にたった省力化機械の開発・販

売に取り組んでおります。下期におきましては、主力製品の中でも特に、超小型包装寿司ロボ

ット、のり巻きロボット、シャリ弁ロボ（ご飯計量盛り付け機）等の拡販を目指しております。 

当中間会計期間の販売面につきましては、業界の設備投資抑制や競争激化の影響を受けて、

主力製品のうち、小型シャリ玉ロボットの売上減少を余儀なくされました。一方、シャリ弁ロ

ボ（ご飯計量盛り付け機）は販売数が拡大基調で推移しています。 

この結果、売上高合計は23億94百万円（前年同期比9.1％減）となりました。 

売上高の内訳は、寿司・おむすびロボット等の製品売上高19億17百万円（前年同期比9.6％

減）、炊飯関連機器等及び食品資材の商品売上高は4億34百万円（前年同期比7.0％減）、その

他売上高42百万円（前年同期比8.9％減）となりました。 

利益につきましては、営業利益は1億13百万円（前年同期比42.3％減）、経常利益は1億20百

万円（前年同期比38.9％減）、中間純利益は75百万円（前年同期比40.7％増）となりました。 

 

（2) キャッシュ・フローの状況 

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、法人税等の還付

などにより前事業年度末より3億16百万円増加し、当中間会計期間末には15億39百万円となり

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ありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において、営業活動の結果増加した資金は457百万円（前年同期は14百万円 

の減少）となりました。 

これは主に法人税等の還付額133百万円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において、投資活動の結果減少した資金は67百万円（前年同期は47百万円 

の増加）となりました。 

これは主に有形固定資産及びソフトウェアの取得による支出86百万円等によるものであり

ます。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において、財務活動により減少した資金は74百万円となりました。 

これは配当金支払額74百万円によるものであります。 
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（3）キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成17年9月中間期 平成18年9月中間期 平成18年3月期 

自己資本比率(%) 88.6 87.3 90.5 

時価ベースの自己資本比率(%) 89.5 65.7 75.3 

債務償還年数(年)  ―  ―     ― 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
 ―  ― 252.8 

（注） 自己資本比率：自己株主資本／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 

    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 

 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しており

ます。 

※ 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業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、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、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。 

※ 債務償還年数は、各期とも有利子負債の残高がないため記載しておりません。 

※ インタレスト・カバレッジ・レシオの平成17年９月中間期、平成18年９月中間期は、利払い

がないため記載しておりません。 

 

（4）事業等のリスク 

①ユーザーの出店計画等の影響について 

      当社は、回転寿司、持ち帰り寿司等の寿司店、スーパーマーケット及びレストラン等を

ユーザーとしております。広域的に店舗展開している大手回転寿司業者等については、継

続的に当社製品を購入して頂いておりますが、大半のユーザーについては、スポット的に

受注があります。 

     当社といたしましては、大手回転寿司業者、コンビニエンスストア向け大手惣菜業者等

の大口顧客に対する提案営業、定期的な新製品の市場投入等を行うことにより、各業界に

おける継続的なニーズの掘り起こしを図っております。 

        ただし、ユーザーが新規出店等の設備投資を抑制した場合には、当社の業績は、影響を

受ける可能性があります。 

②他社との競合について 

      当社が主要な事業領域としている寿司ロボット市場については、当社の他、業務用食品

加工機械を製造している業者等、数社が参入しておりますが、当社においては、他社に先

駆けて昭和56年より寿司ロボットの製造販売を開始していること等により、既に一定の市

場シェアを有しているものと考えております。当期においても、小型寿司ロボットの改良

型のほか、お櫃型ロボットに改良を加えた寿司・おむすび兼用お櫃型ロボット、ご飯を正

確に計量し、盛り付けるシャリ弁ロボット等を発売し、市場シェアの拡大を図っておりま

す。 

    今後においても、新製品の市場投入による市場占有率の拡大、部品点数の削減等による

原価低減を図ると共に、惣菜業者を対象としたコンビニエンスストア向けの大型のおむす

びロボットの提案等を行うことにより、業績拡大を図る方針であります。 

      ただし、将来においても、当社の市場シェアを維持できる保証はなく、競合が激化した

場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。当社においては、お櫃型ロボッ

トをはじめとした各主要製品について、特許権及び実用新案権を取得し、競争力の維持に

努めておりますが、他社が当該特許に抵触しない類似製品を市場投入しない保証はなく、
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その場合は、当社の業績は影響を受ける可能性があります。さらに、おむすびロボットに

ついても市場投入後間もなく、市場占有率も低いことにより、寿司ロボットと同様に当社

業績に寄与するかどうか、現時点で判断することは困難であります。 

 

（5）通期の見通し 

    国内経済においては、原油価格の動向、金利の上昇など不透明な要素もありますが、企業

収益の改善が進み、設備投資が増加の傾向にあり、雇用情勢にも明るさが見られるなど、総

じて回復基調にあります。 

     このような状況下にあって、当社といたしましては、グローバルな展開をする高付加価値

企業を目指すべく、販売拠点の拡充に努め、より一層顧客と一体となった営業・開発・生産

体制の確立を目指すとともに、弛まぬ技術革新により顧客のニーズに合致した新製品開発に

力を注ぐ所存であります。 

特に、上期に苦戦を強いられた小型シャリ玉ロボットについては、巻き返しを図るべく、

売上増加と効率的な販売活動を展開していきます。 

平成19年３月期通期の業績予想につきましては、平成18年11月22日付の業績予想の修正で

発表いたしました予想に変更はありません。 

       なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在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、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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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 

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   1,353,635 1,539,363  1,223,772

２ 受取手形 ※４  69,508 43,899  77,861

３ 売掛金   849,398 609,007  646,019

４ たな卸資産   954,335 1,116,658  983,984

５ 未収法人税等   ― ―  133,503

６ 繰延税金資産   86,108 50,113  70,795

７ その他   31,890 24,787  43,007

８ 貸倒引当金   △429 △232  △256

流動資産合計   3,344,445 58.3 3,383,595 57.5  3,178,685 55.9

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 ※２   

１ 建物及び構築物   1,157,618 1,197,509  1,170,934

２ 機械装置及び運搬具   7,767 3,151  6,313

３ 土地   677,442 766,171  766,171

４ その他   93,749 82,466  103,737

有形固定資産合計   1,936,576 33.7 2,049,297 34.8  2,047,155 36.0

(2) 無形固定資産    

１ ソフトウェア   69,489 73,521  60,009

２ 電話加入権   5,334 5,334  5,334

無形固定資産合計   74,822 1.3 78,855 1.3  65,343 1.2

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券   90,303 93,696  101,759

２ 関係会社株式   ― 29,780  ―

３ 差入保証金   100,696 35,101  90,696

４ 繰延税金資産   118,245 130,795  122,068

５ その他   147,414 158,050  151,491

６ 貸倒引当金   △74,182 △74,999  △75,245

投資その他の資産合計   382,476 6.7 372,424 6.3  390,770 6.9

固定資産合計   2,393,874 41.7 2,500,576 42.5  2,503,267 44.1

資産合計   5,738,320 100.0 5,884,171 100.0  5,681,952 100.0

    
 
※ 金額の表示は、千円未満を四捨五入して表示しております。以下同じ。 
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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 

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 買掛金   193,999 242,554   108,234

２ 未払金   66,275 57,276   63,568

３ 未払法人税等   14,218 37,730   8,879

４ 未払消費税等 ※３  4,237 8,353   ―

５ 賞与引当金   81,125 83,848   59,078

６ その他   90,845 87,437   81,930

流動負債合計   450,699 7.9 517,198 8.8  321,689 5.7

Ⅱ 固定負債     

１ 退職給付引当金   158,692 175,159   167,550

２ 役員退職慰労引当金   42,980 52,663   48,430

固定負債合計   201,672 3.5 227,823 3.9  215,980 3.8

負債合計   652,371 11.4 745,020 12.7  537,669 9.5

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   571,200 9.9 ― ―  571,200 10.1

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金  399,850 ―  399,850 

資本剰余金合計   399,850 7.0 ― ―  399,850 7.0

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金  110,000 ―  110,000 

２ 任意積立金  1,800,000 ―  1,800,000 

３ 中間(当期) 未処分利益  2,177,029 ―  2,229,471 

利益剰余金合計   4,087,029 71.2 ― ―  4,139,471 72.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金   27,870 0.5 ― ―  33,762 0.6

資本合計   5,085,949 88.6 ― ―  5,144,283 90.5

負債及び資本合計   5,738,320 100.0 ― ―  5,681,952 100.0

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   ― ― 571,200 9.7  ― ―

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金  ― 399,850  ― 

資本剰余金合計   ― ― 399,850 6.8  ― ―

３ 利益剰余金     

(1) 利益準備金  ― 110,000  ― 

  (2) その他利益剰余金     

 別途積立金  ― 1,800,000  ― 

 繰越利益剰余金  ― 2,230,141  ― 

利益剰余金合計   ― ― 4,140,141 70.4  ― ―

株主資本合計   ― ― 5,111,191 86.9  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金  ― 27,959  ― 

評価・換算差額等合計   ― ― 27,959 0.5  ― ―

純資産合計   ― ― 5,139,150 87.3  ― ―

負債・純資産合計   ― ― 5,884,171 100.0  ― ―
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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 

要約損益計算書 

(自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高  2,633,347 100.0 2,393,606 100.0  4,827,759 100.0

Ⅱ 売上原価  1,434,164 54.5 1,316,823 55.0 2,657,243 55.0

売上総利益  1,199,183 45.5 1,076,783 45.0 

 

2,170,516 45.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,004,171 38.1 964,265 40.3 1,903,804 39.4

営業利益  195,012 7.4 112,518 4.7 

 

266,712 5.5

Ⅳ 営業外収益 ※１ 2,973 0.1 7,687 0.3  4,253 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 2,192 0.1 479 0.0 2,936 0.1

経常利益  195,793 7.4 119,727 5.0 

 

268,029 5.6

Ⅵ 特別利益 ※３ 636 0.0 270 0.0  ― 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ 101,304 3.8 333 0.0 111,680 2.3

税引前中間(当期) 純利益  95,124 3.6 119,663 5.0 

 

156,349 3.2

法人税、住民税及び事業税  1,336 28,656  2,672 

法人税等調整額  40,428 41,764 1.6 15,938 44,593 1.9 47,874 50,546 1.0

中間(当期)純利益  53,361 2.0 75,070 3.1  105,803 2.2
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（３） 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成18年４月1日 至 平成18年９月30日）       （単位：千円） 

株  主  資  本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金

別途積立金 繰越利益剰余金 
株主資本合計 

平成18年3月31日残高 571,200 399,850 110,000 1,800,000 2,229,471 5,110,521

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △74,400 △74,400

 中間純利益  75,070 75,070

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 ― ― ― ― 670 670

平成18年9月30日残高 571,200 399,850 110,000 1,800,000 2,230,141 5,111,191

 

評価・換算差額等

 その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成18年3月31日残高 33,762 5,144,283

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △74,400

 中間純利益 75,070

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△5,803 △5,803

中間会計期間中の変動額合計 △5,803 △5,133

平成18年9月30日残高 27,959 5,139,150
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（４） 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年4月1日 

至 平成17年9月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年4月1日 

  至 平成18年9月30日) 

前事業年度の 

要約キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日)

区分 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 95,124 119,663 156,349

減価償却費 69,205 60,711 148,800

ソフトウェア償却費 14,488 9,894 24,167

賞与引当金増減額  △2,750  24,770 △24,797

退職給付引当金増減額 10,723 7,609 19,581

役員退職慰労引当金増減額 △189,404 4,233 △183,954

貸倒引当金の増減額 △650 △270 240

受取利息及び受取配当金 △1,658 △1,690 △1,979

支払利息 ― ― 219

有形固定資産売却損 ― 296 54

有形固定資産除却損 ― 37 376

売上債権の増減額 198,376 70,956 393,280

たな卸資産の増減額 37 △132,674 △29,612

仕入債務の増減額 49,073 134,320 △36,692

未払消費税等の増減額 △56,459 8,353 △60,696

未収消費税等の増減額 ― 17,044 △17,044

その他の増減額 △32,602 △10 △31,051

小計 153,503 323,242 357,242

利息及び配当金の受取額 1,658 1,690 1,979

利息の支払額 ― ― △219

法人税等の支払額 △169,037 △1,493 △303,536

法人税等の還付額 ― 133,327 ―

営業活動によるキャッシュ・フロー △13,876 456,766 55,465

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △32,789 △62,987 △223,218

有形固定資産の売却による収入 ― 2,286 ―

ソフトウェアの取得による支出 △26,606 △23,406 △29,335

投資有価証券の取得による支出 △1,529 △1,723 △3,050

関係会社株式の取得による支出 ― △29,780 ―

保証金の返還による収入 ― 55,645 6,104

貸付金の回収による収入 60,678 940 62,225

その他の増減額 47,235 △7,749 35,058

投資活動によるキャッシュ・フロー 46,989 △66,775 △152,216

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 ― ― 200,000

短期借入金の返済による支出 ― ― △200,000

配当金の支払額 △74,400 △74,400 △74,400

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,400 △74,400 △74,400

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △41,287 315,591 △171,150

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,394,922 1,223,772 1,394,922

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 1,353,635 1,539,363 1,223,772

  



 

－13－ 

中間財務諸表作成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) たな卸資産 

 ①商品・製品・仕掛品・

材料 

総平均法による原価

法を採用しておりま

す。 

 ②貯蔵品 

最終仕入原価法を採

用しております。 

(1) たな卸資産 

 ①商品・製品・仕掛品・

材料 

   同左 

 

 ②貯蔵品 

同左   

(1) たな卸資産 

 ①商品・製品・仕掛品・

材料 

同左   

 

 ②貯蔵品 

   同左 

 (2) 有価証券 

①子会社株式 

        

 

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算期末日の市

場価格に基づく時価法

(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)を採用し

ております。 

時価のないもの 

 移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

(2) 有価証券 

①子会社株式 

  移動平均法による原

価法を採用しており

ます。 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

   同左 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

   同左 

(2) 有価証券 

①子会社株式 

        

 

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価

格に基づく時価法(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)を採用してお

ります。 

時価のないもの 

 同左  

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法(ただし、平成

10年4月１日以降に取得

した建物(附属設備を除

く)については定額法)を

採用しております。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

  建物     ５～50年

   工具器具備品 ２～10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 

  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)

に基づく定額法を採用し

ております。 

(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 

  均等償却をしておりま

す。 

  なお、償却期間は、法

人税法に規定する方法と

同一の基準によっており

ます。 

(3) 長期前払費用 

  同左 

(3) 長期前払費用 

  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) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

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

うち当期の負担額を計上

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、当期末におけ

る退職給付債務の見込額

に基づき、当中間会計期

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、当事業年度末

における退職給付債務の

見込額に基づき計上して

おります。 

 (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

基づく当中間期末要支給

額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金 

  同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上

しております。 

４ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

 同左  同左 

５ 中間キャッシュ・

フロー計算書(キ

ャッシュ・フロー

計算書)における

資金の範囲 

 手許現金、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

ケ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  同左 

６ 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 

(1) 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。 

(1) 消費税等の会計処理 

  同左 

 

 

(1) 消費税等の会計処理 

  同左 
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 会計処理の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

「固定資産の減損に係る会計基準」 

(「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)を当中間

会計期間から適用しております。 

 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） 

当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号）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5,139百万円でありま

す。 

中間財務諸表規則の改正により、当

中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――― 

 

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) 

―――――― 

 

(キャッシュ・フロー計算書) 

前中間会計期間において投資活動によるキャッシ

ュ・フロー の「その他の増減額」に含めて表示して

おりました「保証金の返還による収入」(前中間会計

期間6,104千円)については、重要性が増したため、当

中間会計期間より区分掲記しております。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
(平成17年9月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年9月30日) 

前事業年度末 
(平成18年3月31日) 

１ 受取手形裏書譲渡高 132,413千円 １ 受取手形裏書譲渡高 101,109千円 １ 受取手形裏書譲渡高 125,744千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,362,485千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

1,484,094千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額  

1,434,940千円

※３ 消費税等の取扱 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「未

払消費税等」に表示しておりま

す。 

※３ 消費税等の取扱 

同左 

 

 

 

            

        ※４ 期末日満期手形の会計処理 

について 

   当中間期の末日は、金融機関の休日

でありましたが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。当

中間期末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。 

  受取手形        1,645千円

  裏書手形       15,992千円

            

 
 

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

    受取利息        158千円 

    受取配当金      1,500千円 

    受取手数料          783千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

    受取利息        194千円

    受取配当金      1,496千円

    受取手数料          966千円

    還付加算金     3,710千円

※１ 営業外収益の主要項目 

       受取利息        313千円

    受取配当金      1,665千円

    受取手数料         1,359千円

※２ 営業外費用の主要項目 

    保険解約損     1,423千円 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益     636千円 

※４ 特別損失の主要項目 

    車両運搬具除却損     54千円 

    役員退職特別功労金  

              101,250千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

             

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益    270千円

※４ 特別損失の主要項目 

    車両運搬具売却損    296千円

       工具器具備品除却損  37千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息         219千円

※３ 特別利益の主要項目 

           

※４ 特別損失の主要項目 

工具器具備品除却損   376千円

    車両運搬具除却損    54千円

    役員退職特別功労金 

             101,250千円

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産     69,205千円 

    無形固定資産    14,488千円 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産    60,711千円

    無形固定資産     9,894千円

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産     148,800千円

    無形固定資産     24,167千円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

   当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

1. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 4,960,000 ― ― 4,960,000

   

2. 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

3. 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株) 
会社名 内訳 

目的となる

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

当中間会計期間

末残高(百万円)

提出会社 
平成17年 

新株予約権 
普通株式 240,000 ― ― 240,000 ―

合計 240,000 ― ― 240,000 ―

(注) 1. 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

      2. 平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

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 74,400 15 平成18年３月31日 平成18年６月29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載されている科

目の金額との関係 

(平成17年９月30日) 

現金及び預金          1,353,635千円 

 預入期間が３ケ月を 
 超える定期預金             △―千円 

 現金及び現金同等物    1,353,635千円 

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載されている科

目の金額との関係 

(平成18年９月30日)

 現金及び預金          1,539,363千円

 預入期間が３ケ月を 
 超える定期預金             △―千円

 現金及び現金同等物    1,539,363千円

1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲載されている科目の金額

との関係 

(平成18年３月31日)

 現金及び預金          1,223,772千円

 預入期間が３ケ月を 
 超える定期預金             △―千円

 現金及び現金同等物    1,223,772千円
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日) 

１ 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) 

機械及び 
装置 

60,732 14,460 46,272 

工具器具 
備品 

133,010 62,689 70,321 

ソフトウ
エア 

 22,742 10,668 12,074 

合計 216,484 87,817 128,667 

  
 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してお

ります。 

１ 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)

機械及び
装置 

60,732 23,136 37,596

工具器具
備品 

129,692 88,410 41,283

ソフトウ
エア 

 22,742 16,445 6,297

合計 213,167 127,991 85,175

  
 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してお

ります。 

１ 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)

機械及び
装置 

60,732 18,798 41,934

工具器具
備品 

133,010 77,395 55,615

ソフトウ
エア 

22,742 13,557 9,185

合計 216,484 109,750 106,734

  
 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込

み法により算定しておりま

す。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 43,592千円

１年超 85,074千円

合計 128,667千円
 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 38,125千円

１年超 47,050千円

合計 85,175千円
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 41,369千円

１年超 65,365千円

合計 106,734千円
 

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

おります。 

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

おります。 

 (注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 21,603千円

減価償却費 
相当額 

21,603千円

 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 21,470千円

減価償却費 
相当額 

21,470千円

 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 43,710千円

減価償却費 
相当額 

43,710千円

 
 (4) 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。 

 (4) 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。 

 (4) 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。 
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(有価証券関係) 

(前中間会計期間) 

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) 

区分 

取得原価(千円) 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

(1) 株式 35,304 82,303 46,999

合計 35,304 82,303 46,999

 

２ 時価評価されていない主な「有価証券」 

 

前中間会計期間 
(平成17年9月30日) 

内容 

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) 

8,000

 

(当中間会計期間) 

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) 

区分 

取得原価(千円) 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

(1) 株式 38,388 85,536 47,148

合計 38,388 85,536 47,148

 

２ 時価評価されていない主な「有価証券」 

 

当中間会計期間 
(平成18年9月30日) 

内容 

中間貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券 

非上場株式 8,160
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(前事業年度) 

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) 

区分 

取得原価(千円) 
貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

(1) 株式 36,825 93,759 56,934

合計 36,825 93,759 56,934

 

２ 時価評価されていない主な「有価証券」 

 
前事業年度 

(平成18年3月31日) 
内容 

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) 

8,000
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(デリバティブ取引関係) 

(前中間会計期間末) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 

(当中間会計期間末) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 

(前事業年度末) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 

(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) 

該当事項はありません。 

 

(持分法損益等) 

(前中間会計期間) 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

(当中間会計期間) 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

(前事業年度) 

当社は関連会社がないため、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 1,025円39銭

 

１株当たり純資産額 1,036円12銭

 

１株当たり純資産額 1,037円15銭

 

１株当たり中間純利益 10円76銭

 

１株当たり中間純利益 15円14銭

 

１株当たり当期純利益 21円33銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 
  

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、新株予

約権方式のストックオプション制度

を導入しておりますが、期中平均株

価が権利行使価格を下回るので記載

しておりません。 

（追加情報） 

当中間会計期間から、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。 

これによる影響はありません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、新株予

約権方式のストックオプション制度

を導入しておりますが、期中平均株

価が権利行使価格を下回るので記載

しておりません。 

(注)  １株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

       期 別 
 

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) 

中間（当期)純利益（千円） 53,361 75,070 105,803

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 53,361 75,070 105,803

期中平均株式数（株） 4,960,000 4,960,000 4,960,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

――――― 平成17年６月29日 

定時株主総会決議 

新株予約権 

(新株予約権2,400個）

普通株式 240,000株 

平成17年６月29日 

定時株主総会決議 

新株予約権 

(新株予約権2,400個）

普通株式 240,000株 
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(重要な後発事象) 

(前中間会計期間) 

該当事項はありません。 

 

(当中間会計期間) 

該当事項はありません。 

 

(前事業年度) 

該当事項はありません。 
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５ 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

 

      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) 

 
            期 別 
 
品 目 
 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%)

寿司ロボット 1,684,358 80.5 1,440,675 73.0 3,037,148 77.3

おむすびロボット 146,390 7.0 143,508 7.3 306,088 7.8

その他製品及び部品 262,285 12.5 390,327 19.7 583,575 14.9

合計 2,093,033 100.0 1,974,510 100.0 3,926,812 100.0

(注)  １ 金額は販売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 

① 受注高 
      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) 

 
            期 別 
 
品 目 
 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%)

寿司ロボット 1,740,029 65.7 1,433,000 59.2 3,037,239 62.9

おむすびロボット 147,722 5.6 143,990 5.9 282,633 5.9

その他製品及び部品 249,137 9.4 357,847 14.8 586,888 12.2

製品小計 2,136,888 80.6 1,934,837 79.9 3,906,760 80.9

 炊飯関連機器 162,438 6.1 129,368 5.3 227,410 4.7

 寿司用資材 304,208 11.5 314,358 13.0 603,095 12.5

    商品小計 466,646 17.6 443,725 18.3 830,505 17.2

その他 46,318 1.7 42,209 1.7 91,626 1.9

     合計 2,649,852 100.0 2,420,771 100.0 4,828,891 100.0

(注)  １ 金額は販売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。 
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② 受注残高 
      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) 

 
            期 別 
 
品 目 
 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%)

寿司ロボット 3,410 10.4 25,988 58.4 5,808 33.5

おむすびロボット 21,750 66.5 ― ― ― ―

その他製品及び部品 3,776 11.6 2,711 6.1 5,302 30.6

製品小計 28,936 88.5 28,699 64.5 11,109 64.1

 炊飯関連機器 ― ― 9,799 22.0 ― ―

 寿司用資材 3,757 11.5 5,989 13.5 6,212 35.9

    商品小計 3,757 11.5 15,788 35.5 6,212 35.9

その他         

     合計 32,694 100.0 44,486 100.0 17,321 100.0

(注)  １ 金額は販売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。 
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(3) 販売実績 

      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) 

 
            期 別 
 
品 目 
 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%)

寿司ロボット 1,737,209 66.0 1,412,820 59.0 3,032,021 62.8

おむすびロボット 135,972 5.2 143,990 6.0 292,633 6.1

その他製品及び部品 247,036 9.4 360,438 15.1 583,263 12.1

製品小計 2,120,217 80.5 1,917,247 80.1 3,907,917 80.9

 炊飯関連機器 162,438 6.2 119,569 5.0 227,410 4.7

 寿司用資材 304,375 11.6 314,581 13.1 600,806 12.4

    商品小計 466,812 17.7 434,150 18.1 828,217 17.2

その他 46,318 1.8 42,209 1.8 91,626 1.9

     合計 2,633,347 100.0 2,393,606 100.0 4,827,759 100.0

(注)  １ 金額は販売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。 

３ 最近２事業年度の輸出販売高及び輸出割合は、次のとおりであります。 

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) 

輸出販売高(千円) 輸出割合(%) 輸出販売高(千円) 輸出割合(%) 輸出販売高(千円) 輸出割合(%)

420,605 16.0 298,181 12.5 761,052 15.8

 

４ 主な輸出先及び輸出販売高に対する割合は、次のとおりであります。 

 

輸出先 
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)

アジア地区 (％) 47.9 43.6 49.4

北アメリカ地区 (％) 7.7 17.4 8.1

ヨーロッパ地区 (％) 18.3 25.7 22.0

オセアニア地区 (％) 18.7 12.4 15.1

その他の地区 (％) 7.4 0.9 5.4

合計 (％) 100.0 100.0 100.0
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６ その他 

該当事項はありません。 


