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（百万円未満切捨て） 
１．19年４月中間期の業績（平成18年11月１日～平成19年４月30日） 
 (1)経営成績                                  （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％

 19年４月中間期 
 18年４月中間期 

3,075  (△17.3) 
3,719     (2.5) 

304  (△67.5)
937  (△12.4)

298  (△68.3) 
942  (△10.5) 

168  (△67.9)
526  (△13.7)

 18年10月期 6,255 1,163    1,165 634 
 

 
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 

  円   銭 円 銭

 19年４月中間期 
 18年４月中間期 

  33  78 
  105  37 

－  － 
－  － 

 18年10月期 127  00 －  － 
(参考) 持分法投資損益 19年４月中間期  －百万円  18年４月中間期  －百万円  18年10月期  －百万円 
 
 (2)財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

 19年４月中間期 
 18年４月中間期 

6,506 
7,422 

4,138 
4,049 

63.6 
54.6 

827    76
809    92

 18年10月期 5,790 4,066 70.2 813    26
(参考) 自己資本   19年４月中間期 4,138百万円  18年４月中間期 4,049百万円  18年10月期 4,066万円 
 
 (3)キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による          
キャッシュ・フロー 

投資活動による          
キャッシュ・フロー 

財務活動による          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

 19年４月中間期 
 18年４月中間期 

797 
832 

△68 
△290 

△99 
△74 

1,229 
1,200 

 18年10月期 924 △883 △173 599 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭

 18年10月期 20 00 20 00 40 00 

 19年10月期 20 00  

 19年10月期（予想）  － －
20 00 

 
３．19年10月期の業績予想（平成18年11月1日～平成19年10月31日） 
                                                       （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％ 円 銭

通 期 5,730 △8.4 573 △50.8 560 △51.9 310 △51.2       62  00 
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４．その他 
 (1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる

重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 有 
② ①以外の変更        有 
 (注) 詳細は、15頁「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。 

 
 (2) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数  
 (自己株式を含む) 19年４月中間期 5,000,000株 18年４月中間期 5,000,000株 18年10月期 5,000,000株 
②期末自己株式数  19年４月中間期    129株 18年４月中間期    129株 18年10月期    129株 
 (注) 1株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、17頁「１株当たり情報」をご覧下

さい。 
 
５．業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
   例年秋口に行う新製品の発売、既存製品の刷新及びこれに伴うＴＶＣＭの放映等の広告宣伝を原料調達の不

安から２月に延期したところ、時期的要因から顧客あて配荷が進まず、期初予想を損ないました。また、利益

面は、原料高騰等により経常利益、当期純利益共予想を下回ることとなります。 
   なお、通期業績予想についても、前述の通り下方修正させていただきます。 
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１．経営成績 

 （１）経営成績に関する分析 

  （当中間期の経営成績） 

  当該期のわが国経済は、総じて拡大したものの、個人消費は今ひとつ力強さを欠き、キャンディの業界は、暖冬

の影響もあり、特に“のど飴”を主体とする当社にとり非常に厳しい状態で推移すると共に、昨春来の原・燃料費

の高騰が製造コストを圧迫することとなりました。 

  加えて、当該期は、原料調達面の不安から、例年秋口に行う“新製品の投入”、“既存製品の刷新”及びこれに

合わせた“ＴＶＣＭの放映”等、販売促進策を２月に実施いたしましたが、スーパー・マーケットやコンビニエン

ス・ストアの棚替えに適応せず、成果を得るに至らず、売上高を前年同期比17.3％減の30億７千５百万円、経常利

益は、前年同期比68.3％減の２億９千８百万円となり、中間純利益は、前年同期比67.9％減の１億６千８百万円に

止まりました。 

  かかる状況から期初に見込みました平成19年10月期の業績予想値を下方修正せざるをえなくなりましたが、下期

度は、夏季製品の拡販及び秋製品の拡大に努め、業容拡大に取り組む所存でおります。なお、当該期の中間配当は、

前期同様１株当たり20円とさせていただきます。 

 

 （２）財政状態に関する分析 

  ①中間会計期間末における資産、負債及び純資産の状況 

  （流動資産） 

   当中間会計期間末における流動資産の残高は、32億２千万円（前事業年度末23億７百万円）となり、９億１千

３百万円増加いたしました。現金及び預金の増加（５億９千９百万円から12億２千９百万円へ６億２千９百万円

増）、売掛金の増加（12億３千万円から14億７千６百万円へ２億４千６百万円増）が主な要因です。 

  （固定資産） 

   当中間会計期間末における固定資産の残高は、32億８千６百万円（前事業年度末34億８千２百万円）となり、

１億９千６百万円減少いたしました。機械及び装置の減少（15億１千５百万円から13億３千５百万円へ１億８千

万円減）が主な要因です。 

  （流動負債） 

   当中間会計期間末における流動負債の残高は、21億３千４百万円（前事業年度末15億４百万円）となり、６億

３千万円増加いたしました。 

   買掛金の増加（５億６千７百万円から９億１千１百万円へ３億４千３百万円増）、未払金の増加（２億６千６

百万円から５億５千４百万円へ２億８千８百万円増）が主な要因です。 

  （固定負債） 

   当中間会計期間末における固定負債の残高は、２億３千３百万円（前事業年度末２億１千９百万円）となり、

１千３百万円増加いたしました。退職給付引当金の増加（１千１百万円）が主な要因です。 

  （純資産） 

   当中間会計期間末における純資産の残高は、41億３千８百万円（前事業年度末40億６千６百万円）となり、７

千２百万円増加いたしました。中間純利益の計上１億６千８百万円及び前期決算の利益処分による配当９千９百

万円が主な要因です。 

  ②キャッシュ・フローの状況 

   当中間会計期間末における現金及び現金同等物の増加（５億９千９百万円から12億２千９百万円へ６億２千９

百万円増）は、営業活動で得られた資金７億９千７百万円に対し、投資活動で６千８百万円の支出、財務活動に

おいて９千９百万円支出した結果であります。 

 

   営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、税引前中間純利益の減少（８億９千５百万円から２億９千８百

万円へ５億９千７百万円減）があったものの、未払金増減額の増加（△４千５百万円から３億３百万円へ３億４

千８百万円増）、売上債権増減額の増加（△３億７千４百万円から△２億６千４百万円へ１億９百万円増）で、

前中間会計期間に比べ３千５百万円減少いたしました。 

   投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、有形固定資産の取得による支出の減少（△２億６千８百万円か

ら△６千８百万円へ１億９千９百万円減）で、前中間会計期間に比べ２億２千２百万円減少いたしました。 

   財務活動によるキャッシュ・フローの支出は、配当金の支払額（７千４百万円から９千９百万円）で、前中間

会計期間に比べ２千４百万円増加いたしました。 
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  キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成17年10月 平成18年４月 平成18年10月 平成19年４月 

自己資本比率（％） 60.7 54.6 70.2 63.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 209.7 150.5 169.2 125.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － － 

 

    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 

    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）により算定しております。 

    キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、有利子負債がありません

ので該当ありません。 

 

 （３）利益配分に関する基本方針と中間配当 

  当社は、利益配分につき、配当性向30％以上を目標に、将来に備える内部留保を確保しつつ、一定の配当を継続

させることを利益配分に関する基本方針と定めており、当中間期の配当は、前述の通り、前期同様１株当たり20

円とさせていただきます。 

 

 （４）事業等のリスク 

  以下において、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項及び投資者の判断に影響を及ぼすと考えら

れる事項を記載しております。 

  当社は、これらに対して、適切なリスク管理に努めておりますが、当社発行の有価証券に対する判断は、本項及

び本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。 

  なお、以下の記載のうち、将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において、当社が判断したものであ

り、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

  ①競合について 

   当社は、主力製品「キシリクリスタル」シリーズの売上割合が平成18年10月期に85％程度となり、他社製品と

の競合具合により、業績に影響を受ける可能性があります。 

  ②原材料価格の上昇について 

   当社の主たる原材料は、糖アルコール及びフィルム主体の包装材料で、これらの価格が想定限度以上に上昇し

た場合、業績に影響を受けることになります。 

  ③債権保全について 

   当社の販売先は、菓子、食品、健康食品及び薬系問屋等で、当社製品は、これらの問屋を通じ、小売店へ配荷

されますが、昨今の小売店の再編による問屋の流動化等に伴い、債権保全が重要事項となっております。 

   当社では、与信管理の徹底に努め、取り組んでおりますが、大口債権の回収に支障が生じた場合には、当社の

業績に影響を受ける可能性があります。 

  ④生産について 

   当社の製品の生産は、相生市内の相生工場に集中しており、天災等による長期にわたるダメージを受けた場合、

業績に影響を受けることになります。 

   ただし、工場に隣接する“たつの市”に大規模な物流センター（敷地6,700㎡、倉庫3,000㎡）を所有し、万一

に備え、一定量を備蓄しております。 

  ⑤法的規制について 

   当社の経営に関する主な法的規制としては、「食品衛生法」、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関

する法律（ＪＡＳ法）」等があり、「不当景品類及び不当表示防止法」、「健康増進法」等、その他環境保全に

対する条例の規制を受けております。 

   当社が、上記の法的規制から逸脱するような事態に至った場合には、行政指導等により、事業に影響を受ける

可能性があります。 

   このため、当社は、食品の“安全、安心”を確保するため、「品質保証管理部」が全社を統括し、未然防止に

取り組んでおります。 
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２．事業活動の概況 

 当社は、糖アルコール（マルチトールやキシリトール等）を主原料とするキャンディを製造・販売することを主な

事業内容といたしております。また、一部他社のＯＥＭ製品（相手先商標による製品）を受注し、製造・販売してお

ります。 

 当社の事業系統図を示すと次のとおりであります。 

 

 ［事業系統図］ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、 近の有価証券報告書（平成19年１月26日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、

「関係会社の状況」の開示を省略します。 

 

 

３．経営方針 

 （１）会社の経営の基本方針 

  当社は、“お客さま第一”をモットーに『テイカロ』ブランドのもと、“おいしさ＋α”をブランド・スローガ

ンに独自技術による差別化製品の展開を経営の基本方針と定め、より多くのお客さまにご愛顧いただくよう経営に

取り組んでおります。 

 

 （２）目標とする経営指標 

  当社は、経営体質強化をさらに進めるべく「売上高純利益率１０％」、「投下資本利益率（ＲＯＩ）１８％」を

経営の目標としております。 

 

 （３）中・長期的な会社の経営戦略 

  当社は、「ブランド」、「独自技術」、「固有ノウハウ」等の“無形資産を創造、発揮して製品、サービスを差

別化する”を企業価値拡大の基本戦略と定め、技術力を主体とした「研究開発型ビジネス」を追求しており、「ト

クホ｣、｢特許」等、知的財産戦略の展開及び「Ｍ＆Ａ」の活用、「海外展開」の取組み等を、中・長期的戦略と定

めております。 

 

仕入先 

菓子メーカー等

問 屋（各社） 
（菓子、食品、健康食品等） 

小 売 店 等 
（コンビニエンス・ストア、スーパー・マーケット、

ドラッグ・ストア、駅売店等） 

終顧客 
（エンド・ユーザー） 

当    社 

協力工場 

販売 

販売

販売

販売ＯＥＭ受注 

原材料 製品 
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 （４）会社の対処すべき課題 

  当社の課題は、経営の基本方針及び中・長期的な経営戦略に基づく『無形資産』の創造、発揮による製品、価格、

サービスの差別化にあり、次により取り組んでおります。 

  ①シュガーレス・キャンデイ「テイカロ」ブランドを強化します。 

  ②生産技術力の強化による生産力、コストダウンを推進します。 

  ③能力開発、人材確保を通じ研究開発型企業を目指します。 

 

 （５）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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４．個別財務諸表等 

（１）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成18年４月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年４月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年10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  1,200,569 1,229,735 599,806 

２．受取手形  65,760 42,000 25,817 

３．売掛金  1,786,227 1,476,735 1,230,423 

４．たな卸資産  170,168 200,313 194,817 

５．有価証券  49,977 49,836 49,989 

６．繰延税金資産  237,427 210,854 191,115 

７．その他  8,862 11,866 15,777 

貸倒引当金  △557 △684 △201 

流動資産合計   3,518,437 47.4 3,220,658 49.5  2,307,545 39.9

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産    

１．建物  847,619 780,234 806,876 

２．機械及び装置  1,598,515 1,335,113 1,515,690 

３．土地  705,844 705,844 705,844 

４．建設仮勘定  9,786 － － 

５．その他  106,948 96,433 101,716 

有形固定資産合計  3,268,714 2,917,626 3,130,128 

(2）無形固定資産  6,212 5,898 6,299 

(3）投資その他の資産    

１．投資有価証券  501,117 224,446 218,110 

２．繰延税金資産  113,809 123,816 112,506 

３．その他  25,295 27,563 26,380 

貸倒引当金  △10,625 △13,104 △10,675 

投資その他の資産合
計 

 629,596 362,721 346,322 

固定資産合計   3,904,523 52.6 3,286,246 50.5  3,482,750 60.1

資産合計   7,422,960 100.0 6,506,905 100.0  5,790,296 100.0
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前中間会計期間末 

（平成18年４月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年４月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年10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  63,648 47,022 37,094 

２．買掛金  1,055,762 911,413 567,897 

３．未払金  1,124,336 554,559 266,360 

４．未払法人税等  407,258 168,217 192,820 

５．売上割戻引当金  233,120 188,908 164,272 

６．賞与引当金  101,140 106,940 111,690 

７．役員賞与引当金  － － 18,000 

８．その他  179,806 157,891 146,550 

流動負債合計   3,165,073 42.6 2,134,953 32.8  1,504,685 26.0

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  137,636 154,777 143,498 

２．役員退職慰労引当金  70,762 － 75,922 

３．長期未払金  － 78,502 － 

固定負債合計   208,398 2.8 233,279 3.6  219,420 3.8

負債合計   3,373,471 45.4 2,368,232 36.4  1,724,106 29.8

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   880,000 11.9 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,040,500 － － 

資本剰余金合計   1,040,500 14.0 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  10,000 － － 

２．任意積立金  1,350,000 － － 

３．中間（当期）未処分利
益 

 769,109 － － 

利益剰余金合計   2,129,109 28.7 － －  － －

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  145 0.0 － －  － －

Ⅴ 自己株式   △265 △0.0 － －  － －

資本合計   4,049,489 54.6 － －  － －

負債資本合計   7,422,960 100.0 － －  － －
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前中間会計期間末 

（平成18年４月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年４月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年10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   － － 880,000 13.5  880,000 15.2

 ２．資本剰余金    

  （１）資本準備金  － 1,040,500 1,040,500 

   資本剰余金合計   － － 1,040,500 16.0  1,040,500 18.0

 ３．利益剰余金    

  （１）利益準備金  － 10,000 10,000 

  （２）その他利益剰余金    

     別途積立金  － 1,800,000 1,350,000 

     繰越利益剰余金  － 396,172 777,257 

   利益剰余金合計   － － 2,206,172 33.9  2,137,257 36.9

 ４．自己株式   － － △265 △0.0  △265 △0.0

  株主資本合計   － － 4,126,407 63.4  4,057,491 70.1

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価 
  差額金 

  － － 12,266 0.2  8,697 0.1

評価・換算差額等合計   － － 12,266 0.2  8,697 0.1

純資産合計   － － 4,138,673 63.6  4,066,189 70.2

負債純資産合計 － － 6,506,905 100.0 5,790,296 100.0
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（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10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   3,719,560 100.0 3,075,352 100.0  6,255,683 100.0

Ⅱ 売上原価   1,861,442 50.0 1,706,175 55.5  3,326,467 53.2

売上総利益   1,858,118 50.0 1,369,177 44.5  2,929,215 46.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   920,819 24.8 1,064,220 34.6  1,765,719 28.2

営業利益   937,298 25.2 304,956 9.9  1,163,496 18.6

Ⅳ 営業外収益   18,109 0.5  5,611 0.2  24,192 0.4

Ⅴ 営業外費用   12,994 0.4 12,078 0.4  22,575 0.4

経常利益   942,413 25.3 298,489 9.7  1,165,113 18.6

Ⅵ 特別利益   285 0.0 － －  769 0.0

Ⅶ 特別損失   47,382 1.2    290 0.0  64,084 1.0

税引前中間（当期）
純利益 

  895,316 24.1 298,199 9.7  1,101,798 17.6

法人税、住民税及び
事業税 

 399,779 162,773 456,346 

法人税等調整額  △31,292 368,487 9.9 △33,487 129,286 4.2 10,476 466,823 7.5

中間（当期）純利益   526,829 14.2 168,912 5.5  634,975 10.1

前期繰越利益   242,279 －  －

中間（当期）未処分
利益 

  769,109 －  －
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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11月１日 至 平成19年4月30日） 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
資本金 

資本準備
金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 別途積立

金
繰越利益
剰余金

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成18年10月31日 残高（千円） 880,000 1,040,500 1,040,500 10,000 1,350,000 777,257 2,137,257 △265 4,057,491

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当     （注） － － － － － △99,997 △99,997 － △99,997

別途積立金の積立 － － － － 450,000 △450,000 － － －

中間純利益 － － － － － 168,912 168,912 － 168,912

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） － － － － 450,000 △381,084 68,915  － 68,915

平成19年４月30日 残高（千円） 880,000 1,040,500 1,040,500 10,000 1,800,000 396,172 2,206,172 △265 4,126,407

   
 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年10月31日 残高（千円） 8,697 8,697 4,066,189

中間会計期間中の変動額 

剰余金の配当     （注） － － △99,997

別途積立金の積立 － － －

中間純利益 － － 168,912

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額） 

3,568 3,568 3,568

中間会計期間中の変動額合計（千円）  3,568  3,568  72,483

平成19年４月30日 残高（千円） 12,266 12,266 4,138,673

（注）平成19年１月の定時株主総会における承認項目であります。 
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前事業年度（自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日） 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金資本金 
資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 別途積立

金
繰越利益
剰余金

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成17年10月31日 残高（千円） 880,000 1,040,500 1,040,500 10,000 800,000 887,277 1,697,277 △265 3,617,512

事業年度中の変動額    

剰余金の配当     （注） － － － － － △74,998 △74,998 － △74,998

剰余金の配当（中間配当額） － － － － － △99,997 △99,997 － △99,997

利益処分による役員賞与（注） － － － － － △20,000 △20,000 － △20,000

別途積立金の積立 － － － － 550,000 △550,000 － － －

当期純利益 － － － － － 634,975 634,975 － 634,975

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額） 

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計（千円） － － － － 550,000 △110,020 439,979 － 439,979

平成18年10月31日 残高（千円） 880,000 1,040,500 1,040,500 10,000 1,350,000 777,257 2,137,257 △265 4,057,491

   
 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成17年10月31日 残高（千円） 12,371 12,371 3,629,884

事業年度中の変動額 

剰余金の配当     （注） － － △74,998

剰余金の配当（中間配当額） － － △99,997

利益処分による役員賞与（注） － － △20,000

別途積立金の積立 － － －

当期純利益 － － 634,975

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額） 

△3,674 △3,674 △3,674

事業年度中の変動額合計（千円） △3,674 △3,674 436,305

平成18年10月31日 残高（千円） 8,697 8,697 4,066,189

（注）平成18年１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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（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11月１日 
至 平成18年４月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度のキャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10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 

 895,316 298,199 1,101,798 

減価償却費  200,799 232,747 448,559 

長期前払費用償却額  854 907 1,893 

貸倒引当金の増減額
（減少：△） 

 112 2,912 △193 

売上割戻引当金の増
減額（減少：△） 

 22,883 24,635 △45,964 

賞与引当金の増減額
（減少：△） 

 △11,903 △4,750 △1,353 

役員賞与引当金の増
減額(減少：△) 

 － △18,000 18,000 

退職給付引当金の増
減額（減少：△） 

 5,259 11,278 11,122 

役員退職慰労引当金
の増減額(減少：△)

 5,175 △75,922 10,335 

長期未払金の増減額
(減少：△) 

 － 78,502 － 

受取利息及び受取配
当金 

 △16,982 △5,008 △22,460 

有価証券利息  － △32 △29 

投資有価証券売却損  － － 490 

固定資産売却益  △285 － △525 

有形固定資産除却損  47,382 290 64,034 

売上債権の増減額
（増加：△） 

 △374,083 △264,875 221,664 

たな卸資産の増減額
（増加：△） 

 △79,871 △5,496 △104,520 

その他流動資産の増
減額（増加：△） 

 1,708 3,910 △5,206 

仕入債務の増減額
（減少：△） 

 386,479 353,443 △127,939 

未払金の増減額 
（減少：△） 

 △45,262 303,539 △147,055 

未払費用の増減額
（減少：△） 

 24,510 11,305 6,153 

その他負債の増減額
（減少：△） 

 8,799 31,540 △4,942 

役員賞与の支払額  △20,000 － △20,000 

小計  1,050,893 979,129 1,403,858 

利息及び配当金の受
取額 

 16,980 5,008 22,460 

法人税等の支払額  △235,179 △186,613 △502,274 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 832,694 797,524 924,045 
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前中間会計期間 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度のキャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10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 

    

有価証券の取得によ
る支出 

 △49,975 △49,820 △49,975 

有価証券の償還によ
る収入 

 50,000 50,000 50,000 

有形固定資産の取得
による支出 

 △268,420 △68,566 △1,129,728 

有形固定資産の売却
による収入 

 285 － 525 

無形固定資産の取得
による支出 

 △350 △187 △989 

投資有価証券の取得
による支出 

 △323 △328 △651 

投資有価証券の売却
による収入 

 － － 297,241 

有形固定資産の除却
による支出 

 － － △46,718 

その他  △22,212 339 △3,229 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △290,996 △68,563 △883,525 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

配当金の支払額  △74,216 △99,032 △173,801 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △74,216 △99,032 △173,801 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 

 467,482 629,929 △133,281 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 733,087 599,806 733,087 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 1,200,569 1,229,735 599,806 
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（５）（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

近の半期報告書（平成18年７月10日提出）における記載から、下記を除き重要な変更がないため開示を省

略いたします。 

前中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 定率法を採用しております。 

 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。 

（有形固定資産の減価償却の方法）

 定率法を採用しております。 

 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。 

（有形固定資産の減価償却の方法）

 定率法を採用しております。 

 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。 

 なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。 

 建物     14年～38年 

 機械及び装置 ９年 

 なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。 

 建物     14年～38年 

 機械及び装置 ９年 

 なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。 

 建物     14年～38年 

 機械及び装置 ９年 

 

（会計方針の変更） 

 平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産については、「減価償

却に関する当面の監査上の取扱い」

（監査・保証実務委員会報告第81号

平成19年４月25日）を適用しており

ます。 

 

（役員退職慰労引当金の計上基準） 

 役員の退職慰労金の支払に備える

ため、内規に基づく中間会計期間末

要支給額を計上しております。 

（役員退職慰労引当金の計上基準）

 従来、役員の退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づく中間会計

期間末要支給額を計上しておりまし

たが、役員報酬制度を業績連動型と

すべく、平成19年１月26日の定時株

主総会の決議をもって役員退職慰労

金制度を廃止いたしました。 

 なお、当該総会までの期間に対す

る役員退職慰労金相当額は、各役員

の退任時に当該金額を支給すること

が取締役会で決議されたため、長期

未払金として固定負債に表示してお

ります。 

（役員退職慰労引当金の計上基準）

 役員の退職慰労金の支払に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 
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前中間会計期間 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

―――――――― 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

用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、4,138,673千円であります。

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、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、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準 

 当事業年度から「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

ております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、4,066,189千円であります。

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

 

（６）（中間財務諸表に関する注記事項） 

ａ．持分法損益等 

前中間会計期間（自 平成17年11月１日 至 平成18年４月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成18年11月１日 至 平成19年４月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日） 

 該当事項はありません。 
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ｂ．１株当たり情報 
前中間会計期間 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

１株当たり純資産額       809.91円 

１株当たり中間純利益金額    105.36円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

については、潜在株式が存在しないため、記載して

おりません。 

１株当たり純資産額       827.75円 

１株当たり中間純利益金額     33.78円 

 同左 

１株当たり純資産額       813.25円 

１株当たり当期純利益金額    126.99円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため、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、以下の通りであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

中間（当期）純利益（千円） 526,829 168,912 634,975

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） 526,829 168,912 634,975

期中平均株式数（千株） 4,999 4,999 4,999

 
ｃ．重要な後発事象 

前中間会計期間（自 平成17年11月１日 至 平成18年４月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成18年11月１日 至 平成19年４月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日） 

 該当事項はありません。 

ｄ．開示の省略 
 中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ･フロー計算書に関する注

記事項等、リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック･オプション等、企業結合等に関する注記事

項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1)生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目別 
前中間会計期間 

(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

自社製品  （千円） 1,822,869 1,554,754 3,234,330 

ＯＥＭ製品 （千円） 109,222 59,358 165,517 

合計 （千円） 1,932,091 1,614,113 3,399,848 

 （注）１．金額は生産金額によっております。 
    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
(2)受注状況 

当社製品は、主に需要予測による見込生産のため該当事項はありません。なお、ＯＥＭ製品は、受注生産を行っ

ておりますが、製品の受注から生産・納品に至る期間が短く、期末において受注残高が少ないため記載を省略して

おります。 
 

(3)販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目別 
前中間会計期間 

(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

自社製品  （千円） 3,596,897 3,017,107 6,076,447 

ＯＥＭ製品 （千円） 122,662  58,245 179,235 

合計 （千円） 3,719,560 3,075,352 6,255,683 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
 
                                         以 上 
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