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１．平成19年６月中間期の業績（平成19年１月１日～平成19年６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６月中間期 3,587 △7.5 343 △27.8 295 △22.9 106 △32.3

18年６月中間期 3,879 29.8 475 85.2 383 96.2 157 85.3

18年12月期 7,785  833  694  348  

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６月中間期 21.15 21.09

18年６月中間期 31.51 31.24

18年12月期 69.39 68.91

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 －百万円 18年６月中間期 －百万円 18年12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６月中間期 15,155 7,316 48.2 1,448.57

18年６月中間期 15,101 7,134 47.2 1,419.20

18年12月期 15,155 7,329 48.4 1,451.79

（参考）自己資本 19年６月中間期 7,311百万円 18年６月中間期 7,134百万円 18年12月期 7,329百万円

(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６月中間期 666 △135 △64 1,872

18年６月中間期 △78 △1,014 379 1,070

18年12月期 473 △1,255 404 1,405

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － － － 25.00 25.00

19年12月期 － － － －
15.00

19年12月期（予想） － － － 15.00

３．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12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 7,800 0.2 840 0.8 700 1.1 350 0.5 69.33
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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　　　　　　　　無

（注）詳細は、18ページ「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」をご覧ください。

(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６月中間期 5,104,003株 18年６月中間期 5,104,003株 18年12月期 5,104,003株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 53,373株 18年６月中間期 77,153株 18年12月期 55,373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、34ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想数値は、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おります。今後、様々な要因によって異なる結果となる可能性があ

ります。

なお、上記業績予想に関する事項については、添付資料の３ページをご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間会計期間の経営成績　

　当中間会計期間におけるわが国経済は、原油や原材料価格の高騰などの影響はありましたが、好調な企業収益を背

景に民間設備投資の堅調な動きや雇用環境の改善などに加え、個人消費も底堅く推移するなど、景気は緩やかながら

も着実な拡大基調で推移しました。

　このような経済環境の中、マスク関連事業部門におきましては、石綿対策用マスクの販売がピークであった前中間

会計期間と比較して約5億円の減収となりました。その一方で、製造業全般にわたる旺盛な設備投資にともなう需要の

増加と輸出が堅調に推移し、マスク関連事業部門の全体の売上高は、前中間会計期間比9.8％減に留めることができま

した。

　環境関連事業部門においては、卓上型プッシュプル換気装置オープンドラフト「ラミナーテーブル」及び解剖実習

用換気浄化システム「コーケンラミナーＤＳ－５１」の販売が引き続き好調で、同事業部門全体としての売上高は、

前中間会計期間比30.8％の増収となりました。

　以上の結果、当中間会計期間の売上高は35億87百万円（前中間会計期間比7.5％減）、営業利益3億43百万円（前中

間会計期間比27.8％減）、経常利益2億95百万円（前中間会計期間比22.9%減）、中間純利益1億6百万円（前中間会計

期間比32.3％減）となりました。

 

 ②通期の見通し

　わが国経済の見通しにつきましては、原油や原材料価格の再高騰などの不安要素を残しつつも全体としては今後と

も緩やかな景気拡大が続くものと予想されます。

  このような景気情勢の中で、マスク関連事業部門におきましては、既にさまざまな業種において高い評価をいただ

いております呼吸追随形ブロワーマスクの拡販を今後とも推進してまいります。なお、石綿対策用保護具につきまし

ては、前事業年度下期よりその受注状況は既に沈静化した状態であったため、当事業年度下期以降の業績への影響は

ほとんどないと見込んでおります。

  また、環境負荷の低減や顧客の廃棄物処理負担の軽減に役立てるため、使用済みの防じんマスク用フィルターと防

毒マスク用吸収缶を新しい資源として再利用する業界初の「リサイクルシステム」の構築・事業化を行っております。

このシステムを積極的に推進し、既存顧客との関係強化及び新規顧客の獲得により市場占有率の更なる拡大を目指し

てまいります。

　環境関連事業部門では、これまでの医療用マスクや換気装置「ラミナーテーブル」、「コーケンラミナーＤＳ－５

１」等の営業活動によって、“医療施設内の衛生管理、感染対策、作業環境対策を提供する企業＝興研”という医療

分野における当社の認知度は、着実に高まりつつあります。“医療分野を当社事業の第２の柱に育てる”という当社

の経営目標を達成するため、薬事承認を取得した新型の全自動内視鏡洗浄消毒装置「鏡内侍（かがみないし）」をは

じめとした医療施設向けのシステム・製品の営業強化に今後とも積極的に取り組んでまいります。

　以上の活動により、通期は売上高78億円（前事業年度比0.2％増）、営業利益8億40百万円（前事業年度比0.8％増）、

経常利益7億円（前事業年度比1.1％増）、当期純利益3億50百万円（前事業年度比0.5％増）を計画しております。

　なお、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、実際の業績

は、今後、様々な要因によって異なる結果となる可能性があります

(2）財政状態に関する分析

　当中間会計期間末における現金及び現金等価物（以下「資金」という。）は、税引前中間純利益が２億38百万円（前

年同期比27.3％減）でありましたが、売上債権の減少及び有形固定資産の取得による支出等の要因により資金残高は

前事業年度末より４億66百万円増加し、当中間会計期間末には18億72百万円となりました。

　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）

　営業活動の結果得られた資金は６億66百万円（前年同期は78百万円の支出）となりました。これは主に、税引前当

期純利益が２億38百万円となったことと売上債権の減少によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は１億35百万円（前年同期は10億14百万円の支出）となりました。これは主に、有形

固定資産の取得による支出１億41百万円と有形固定資産の売却による収入によるものです。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は64百万円（前年同期は３億79百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入

金５億円の調達と長期借入金の期日返済４億40百万円および配当金の支払額１億25百万円等を行ったことによるもの

です。

　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。

平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期

中間 期末 中間 期末 中間

株主資本比率（％） 43.1 48.7 47.2 48.4 48.2

時価ベースの株主資本比率

（％）
26.6 65.7 54.9 56.3 40.2

債務償還年数（年） ― 14.3 ― 13.2 ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
9.7 4.3 △2.2 6.8 14.1

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：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（中間期は記載しておりません。）

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（自己株式控除後）により算出しております。

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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、安定的な配当の維持及び向上を図る

ことを基本方針としております。

　なお、内部留保金につきましては、より一層の経営基盤強化のため、新技術・新製品の研究開発活動および設備投

資等に有効活用し、将来の継続的発展を図ってまいりたいと存じます。

 

(4）事業等のリスク

　当社の事業、経営成績及び財務状況等に影響をおよぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、本資料の発表日現在において当社が判断したものです。

①研究開発について

　当社は、研究開発型の総合環境企業として「クリーン,ヘルス,セーフティ」に係わる革新性の高い製品を市場に供

給することを目的に経営資源の投入を行っておりますが、研究開発の全てが、新製品の開発や営業収益の増加に結び

つくとは限らず、また、諸事情により研究開発を中止せざるを得なくなった場合は、当社の業績に影響をおよぼす可

能性があります。

　また、当社はオリジナリティの高い技術をベースとした製品開発について、必要な知的財産保護手続きを行い、既

に特許等も多数保有しておりますが、その独自の技術を法的制限のみで、完全に保護することには限界があり、第三

者が当社の知的財産を使って模倣品や類似品を製造、販売することを防止出来ない可能性があります。そういった事

象が発生した場合は、当社の業績に影響をおよぼす可能性があります。

 ②法的規制について

　当社の事業は、「労働安全衛生法」「薬事法」「製造物責任法」等の様々な法規制に関連しており、これら法規制

を遵守すべく、コンプライアンス体制の強化と内部統制の整備を今後さらに進めてまいります。

　万一これらの法規制に適合しない事象が発生した場合、製品の回収や当社が進めている事業に制限が出る可能性が

あります。また、新たな法規制の制定や改正がなされた場合は、設備投資等の新たな費用が発生することにより、当

社の業績に影響をおよぼす可能性があります。
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 ③品質保証・品質管理について

　当社の製品は、過酷な環境下での使用が想定されることに加え、使用者の安全と健康を守るという製品の特徴から、

より高い耐久性、信頼性が求められております。

　当社は、社長直属の品質に関わる独立した部署である品質保証室を設置するとともに、ISO 9001に基づく品質マネ

ジメントシステムを構築及び維持することにより、万全な品質保証体制を取っております。そして品質保証室は、各

テクノヤード（工場）に製品検査員を配置し、テクノヤードの製造工程、検査工程の監視を行い、テクノヤードは、

日本工業規格、厚生労働省国家検定規格及び当社独自の厳格な品質保証・品質管理基準による製品の製造を行ってお

ります。

　しかしながら、予期せぬ要因によって、平成12年度より厚生労働省が行っている呼吸用保護具の買取り試験におけ

る不適合の指摘や製品の欠陥及び故障が発生した場合は、回収、修理費用等の負担などにより、当社の業績に影響を

およぼす可能性があります。

　今後、さらなる品質保証・品質管理体制の強化を図ってまいります。

 ④災害等について

　当社は、生産拠点である４ヶ所のテクノヤードを関東地区（埼玉県、群馬県、神奈川県）に置いています。

　平成18年度において当社は、BCP:Business Continuity Plan（事業継続計画）の策定の一つとして、「地震リスク

コンサルティングサービス」の契約をマネジメント会社と締結いたしました。そして、各テクノヤードが最大級の被

害を受ける地震を想定し、震動被害、２次災害、人的被害、顧客サプライヤ被害等によってもたらされる財務への影

響の実態調査を行いました。その結果、当社に与える影響が最も大きなものは、相模トラフのプレート型地震がマグ

ニチュード８クラスで発生した場合で、各テクノヤード合計の損害額は18億88百万円、売上減少額は12億77百万円と

なると算定されました。

　それぞれのテクノヤードでは、この調査結果に基づくBCPを立案するともに、その他自然災害、火災等の災害に対し

て、損害、被害を最小限に留めるべくBCM（事業継続マネジメント）を、今後進めてまいります。

 ⑤環境問題について

　当社の研究所とテクノヤードの計２ヶ所において、自主的に土壌・地下水の調査を行い、トリクロロエチレンによる

汚染が判明した後、外部公表を行うとともに、その２ヶ所での浄化対策を実施しております。順調に浄化が進んでおり

ますが、浄化が完了する時期の想定が現在のところ難しく、浄化対策が長期間を要した場合、その対策に関わる費用は、

当社の業績に影響をおよぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 　該当事項はありません。

 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社は、人間の生命の価値を最も高いものと考え、それに直接係わる「クリーン，ヘルス，セーフティ」を業務テー

マとし、オリジナリティの高い技術をベースとした製品を供給することにより、社会に貢献することを目的に活動し

ております。

　そして、その供給の為に、人間の尊厳であるイマジネーションとクリエーションの発揮を社員全員に求め、結果と

して「他社に追随しない」「徹底して研究する」ことで、新たな技術革新と独創的な製品開発をし続けることを、経

営の基本方針としております。

 

(2）目標とする経営指標

 当社は、堅実性と成長性をともに重視し、経営利益の拡大を目指しております。そしてその事業展開に際し、営業

利益の拡大及び営業利益率の向上を目標としております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

 当社は設立以来、「安全と健康」をテーマに、絶えず新しい技術に挑戦し、防じんマスク・防毒マスクを中心に様々

な安全衛生保護具を提供してまいりました。

　今後は、マスク関連事業部門では、海外への市場展開も視野に入れながら、国内における地位を強化してまいりま

す。そしてさらに、「クリーン,ヘルス,セーフティ」に係わる新事業、即ち、環境改善機器・設備、強酸性電解水生

成装置、磁気式水処理装置販売等の環境関連事業部門を当社の主要事業として育成し、医療分野をはじめとした新し

い市場への開拓を進め、もって研究開発型の総合環境企業としてのゆるぎない地位の確立を目指してまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

 わが国の労働安全衛生保護具業界の経営環境は、中長期的には、安全及び衛生思想のさらなる普及や環境問題に対

する世論の高まりにより、解決すべき新たな課題とその課題にともなう需要の創造が期待できると思われます。

　しかしその反面、短期的には、わが業界の有力顧客である製造業を中心とする業種では、大企業においては、経営

環境の回復傾向が見られるものの、全般としては、経営構造改革に向けた企業の合併や統合、調達コストの削減要求

等が引き続き図られており、今後も当社を取り巻く環境は、決して楽観できるものではありません。

　一方、労働環境の一層の改善要求や国際的な規格との整合性を図るための製品に対する高度な性能要求、また、産

業廃棄物や石綿（アスベスト）に対する法整備や規制強化、災害や細菌感染等のエマージェンシー対応における官民

の要請は、より高まっております。既にダイオキシン類対策用製品については確実な市場が形成され、石綿対策用製

品の需要は、長期化が見込まれます。

　このような状況の中で当社は、これまで厚生労働省における国家検定の改正の度、これに対応した防じんマスク・

防毒マスクの投入を行うことにより、既存市場の着実な維持、拡大を遂げてまいりましたが、引き続き性能・コスト

両面の優位性を持った新製品を供給することにより、さらなる市場占有率の拡大を図ってまいります。特に、当社独

自の全く新しい発想から生まれた、世界初となる呼吸にリンクした送風を実現した風量制御機構（Breath-Synchronized 

Air Flow System）の応用製品である呼吸追随形ブロワーマスクは、品種の充実とその普及を進めながら、海外市場も

視野に入れ、安全衛生保護具事業の核となる製品に育ててまいります。

　またその一方で、製造業におけるマスク市場の成熟化やグローバル化による海外からの市場参入等も予測されます。

このためそれに対処すべく、品質・コスト・生産体制等の総合的な製造力強化も早急に図ってまいります。

　国内外における震災・火山活動、原発事故や大規模火災事故などの多発によって、官民の天災・人災に対する防災

意識が高まり、米国・英国テロ、ＳＡＲＳ、鳥インフルエンザなどのように、有毒ガス・爆発物・細菌・ウイルス等

の従来では予測もし得なかった新たな危機への対応の必要性が増大しています。

　当社は、これらの社会的要請に応えるべく、産業用のみならず、消防救助や救命救急用の保護具・機器に加え、一

般市民向けの火災・特殊災害避難用製品など、エマージェンシー対応製品を市場に提案するとともに、突発的に起こ

る大きな需要に対し、迅速に対応し得る生産技術の開発を進めます。

　環境関連事業部門において当社は、プッシュプル型換気装置「コーケンラミナー」、強酸性電解水生成装置「オキ

興研㈱（7963）平成 19 年度 12 月期中間決算短信（非連結）

－ 6 －



シライザ」、全自動内視鏡洗浄消毒装置「鏡内侍（かがみないし）」、磁気式水処理装置「エコビーム」、紫外線、

電解機能水を使用した土壌・地下水浄化装置「アクアフラッシュ」等の「クリーン,ヘルス,セーフティ」を実現する

革新性の高い製品を、新しい市場に絶え間なく送り出してまいりました。

　環境改善機器・設備については、これまでの景気低迷による設備投資抑制のため、潜在需要がありながらも、大手

自動車会社以外では、大きな成果をあげることはできておりませんでした。しかしながら、景気回復基調とともに、

自動車以外の業種においても、これらの導入の兆しが見え始めています。このため当社は、これに合わせて、機器・

設備のユニット化及びコストダウンを図り、今後の販売増へつなげてまいります。

　数年前に東南アジアを中心に猛威を振るったＳＡＲＳは、感染症の恐怖をあらためて認識させました。鳥インフル

エンザの広がりや新型インフルエンザの出現も懸念されている現在、感染の拡大抑制のための医療施設における感染

対策体制の早期整備が求められています。

　また、医療の現場では、罹患や感染のリスクが高いうえに、消毒薬や滅菌ガスなど、健康を害する恐れのあるさま

ざまな化学物質も使用されていますが、そこで働く職員の安全衛生問題については、比較的関心が薄かった様に思わ

れます。しかし最近では、医療施設で働く職員の健康被害が大きくクローズアップされるようになり、これを見直す

機運がようやく生まれてきました。

　当社は、これら医療施設内の感染対策や安全衛生リスク対策として、マスク類はもちろん、これまで推進してきた

強酸性電解水生成装置「オキシライザ」に加えて、全自動内視鏡洗浄消毒装置「鏡内侍」、環境改善機器・設備を含

めた総合的な安全提案を、医療機関に対して積極的に行う事により、医療分野を新たな市場として開拓して、この分

野を当社事業の第２の柱に育てるよう努めてまいります。

　当社は、環境問題への取り組みも経営の重要課題の一つとして位置付けており、資源の循環、廃棄物低減等による

地球環境への配慮という観点から、環境負荷の少ない原材料の選定や製品設計を行うとともに、残反を再加工した「バ

イプロミクロンフィルター」使用製品の開発を既に行っております。それに加え当社では、使用済みの防じんマスク

用フィルターと防毒マスク用吸収缶を新しい資源として再利用する業界初の「リサイクルシステム」の構築・事業化

を行いました。

　このシステムを積極的に推進することで、環境負荷の低減はもちろん、お客様の廃棄物処理負担の軽減に役立てて

まいる所存です。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 　　該当事項はありません。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年６月30日現在）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日現在）
前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年12月31日現在）

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           

現金及び預金  1,292,934   2,080,158   1,603,382   

受取手形 ※３,４ 1,629,921   1,443,388   1,322,528   

売掛金  1,501,149   1,500,645   1,944,714   

たな卸資産  1,814,404   1,637,638   1,549,014   

繰延税金資産  99,204   77,397   133,482   

その他  125,603   91,335   78,664   

貸倒引当金  △4,000   △3,000   △4,000   

流動資産合計   6,459,216 42.8  6,827,564 45.0  6,627,786 43.7

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

建物 ※２ 1,616,282   1,517,714   1,563,415   

機械装置  1,632,157   1,486,723   1,628,468   

土地 ※２ 3,471,505   3,471,505   3,471,505   

その他  477,101   415,332   463,229   

有形固定資産合計   7,197,047 47.7  6,891,275 45.5  7,126,617 47.1

(2）無形固定資産   13,669 0.1  20,696 0.1  21,378 0.1

(3）投資その他の資産           

投資有価証券  561,486   525,728   526,741   

関係会社株式  5,000   －   －   

繰延税金資産  130,638   137,918   111,410   

その他  759,211   789,420   772,631   

貸倒引当金  △43,000   △43,000   △43,000   

投資その他の資産合
計

  1,413,336 9.3  1,410,067 9.3  1,367,783 9.0

固定資産合計   8,624,053 57.1  8,322,040 54.9  8,515,780 56.2

Ⅲ　繰延資産           

社債発行費  17,891   5,766   11,533   

繰延資産合計   17,891 0.1  5,766 0.1  11,533 0.1

資産合計   15,101,161 100.0  15,155,371 100.0  15,155,100 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年６月30日現在）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日現在）
前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年12月31日現在）

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           

買掛金  204,533   227,730   139,054   

短期借入金
※２,５,

６
1,200,000   1,100,000   1,100,000   

１年内返済予定の長
期借入金

※２ 724,832   787,592   779,692   

１年内償還予定社債  －   300,000   300,000   

未払法人税等  166,051   93,756   161,768   

賞与引当金  159,000   121,000   228,000   

役員賞与引当金  20,500   15,000   38,000   

その他  468,907   423,210   377,097   

流動負債合計   2,943,823 19.5  3,068,289 20.2  3,123,612 20.6

Ⅱ　固定負債           

社債  2,500,000   2,200,000   2,200,000   

長期借入金 ※２ 1,824,428   1,926,936   1,875,632   

退職給付引当金  324,191   251,633   242,479   

役員退職引当金  362,500   383,500   373,500   

その他  12,120   8,843   10,306   

固定負債合計   5,023,240 33.3  4,770,913 31.5  4,701,918 31.0

負債合計   7,967,064 52.8  7,839,202 51.7  7,825,531 51.6

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

　(1）資本金   674,265 4.5  674,265 4.4  674,265 4.4

　(2）資本剰余金           

　資本準備金  527,936   527,936   527,936   

　その他資本剰余金  339   664   639   

  資本剰余金合計   528,276 3.5  528,600 3.5  528,576 3.5

　(3）利益剰余金           

1.利益準備金  168,566   168,566   168,566   

2.その他利益剰余金           

　別途積立金  5,186,000   5,386,000   5,186,000   

　圧縮記帳積立金  34,841   33,068   33,928   

　繰越利益剰余金  393,440   366,486   585,041   

　利益剰余金合計   5,782,847 38.2  5,954,121 39.3  5,973,536 39.4

　(4）自己株式   △68,830 △0.4  △47,961 △0.3  △49,734 △0.3

　　    株主資本合計   6,916,558 45.8  7,109,026 46.9  7,126,643 47.0

Ⅱ　評価・換算差額等           

　(1）その他有価証券
　　  評価差額金

 217,538   202,324   202,925   

評価・換算差額等合計   217,538 1.4  202,324 1.4  202,925 1.3

Ⅲ　新株予約権   － －  4,816 0.0  － －

純資産合計   7,134,097 47.2  7,316,168 48.3  7,329,569 48.4

負債純資産合計   15,101,161 100.0  15,155,371 100.0  15,155,100 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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   3,879,182 100.0  3,587,229 100.0  7,785,851 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  1,940,123 50.0  1,906,116 53.1  4,177,895 53.7

売上総利益   1,939,058 50.0  1,681,112 46.9  3,607,956 46.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,463,636 37.7  1,337,824 37.3  2,774,769 35.6

営業利益   475,421 12.3  343,288 9.6  833,186 10.7

Ⅳ　営業外収益           

受取利息  133   873   533   

その他  16,267   11,532   27,433   

営業外収益合計   16,401 0.4  12,405 0.3  27,967 0.4

Ⅴ　営業外費用           

支払利息  37,004   39,803   75,910   

手形売却損  1,155   －   1,155   

アレンジメント
フィー

 40,000   －   40,000   

その他  30,395   20,257   49,856   

営業外費用合計   108,555 2.8  60,061 1.7  166,922 2.2

経常利益   383,267 9.9  295,633 8.2  694,232 8.9

Ⅵ　特別利益           

投資有価証券売却益  －   －   454   

子会社清算益  －   －   1,613   

貸倒引当金戻入額  －   1,000   －   

特別利益合計   － －  1,000 0.0  2,067 0.0

Ⅶ　特別損失           

固定資産除却損  21,136   44,775   21,182   

固定資産撤去費用  2,670   12,640   2,670   

製品回収費  1,635   426   1,959   

減損損失  ※２ 29,555   －   29,555   

特別損失合計   54,996 1.4  57,842 1.6  55,366 0.7

税引前中間（当期）純
利益

  328,270 8.5  238,790 6.7  640,933 8.2

法人税、住民税及び事
業税

 157,000   102,000   284,000   

法人税等調整額  13,528 170,528 4.4 29,989 131,989 3.7 8,503 292,503 3.7

中間（当期）純利益   157,741 4.1  106,801 3.0  348,430 4.5
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(3）中間株主資本等変動計算書

 前中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

株主資本
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主
資本
合計

その他
有価証券
評価差額金資本

準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

別途積立金
圧縮記帳
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日
　　残高　（千円）

674,265 527,937 － 168,566 4,986,000 37,698 598,440 △102,191 6,890,715 283,027 7,173,742

端数調整  △1          

中間会計期間中の

変動額
  

別途積立金の積立     200,000  △200,000  －  －

圧縮記帳積立金の取

崩
     △2,856 2,856  －  －

剰余金の配当       △124,598  △124,598  △124,598

利益処分による
役員賞与

      △41,000  △41,000  △41,000

中間純利益       157,741  157,741  157,741

自己株式の取得        △156 △156  △156

自己株式の処分   339     33,517 33,857  33,857

株主資本以外の

項目の中間会計期間

中の変動額

（純額）

         △65,488 △65,488

中間会計期間中の変

動額合計

　（千円）

－ － 339 － 200,000 △2,856 △205,001 33,360 25,844 △65,488 △39,644

平成18年６月30日
　　残高　（千円）

674,265 527,936 339 168,566 5,186,000 34,841 393,440 △68,830 6,916,558 217,538 7,134,097
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 当中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６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
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

別途積立金
圧縮記帳
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高（千円） 674,265 527,936 639 168,566 5,186,000 33,928 585,041 △49,734 7,126,643

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立     200,000  △200,000  －

圧縮記帳積立金の取崩      △859 859  －

剰余金の配当       △126,215  △126,215

中間純利益       106,801  106,801

自己株式の取得          

自己株式の処分   24     1,773 1,798

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） － － 24 － 200,000 △859 △218,555 1,773 △17,616

平成19年６月30日残高（千円） 674,265 527,936 664 168,566 5,386,000 33,068 366,486 △47,961 7,109,026

評価・換算

差額等
新株

予約権 
純資産合計その他

有価証券
評価差額金

平成18年12月31日残高（千円） 202,925 － 7,329,569

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立   －

圧縮記帳積立金の取崩   －

剰余金の配当   △126,215

中間純利益   106,801

自己株式の取得    

自己株式の処分   1,798

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額（純額）
△600 4,816 4,215

中間会計期間中の変動額合計(千円） △600 4,816 △13,400

平成19年６月30日残高（千円） 202,324 4,816 7,316,168
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 前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

株主資本
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主
資本
合計

その他
有価証券
評価差額金資本

準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

別途積立金
圧縮記帳
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日
　　残高　（千円）

674,265 527,936 － 168,566 4,986,000 37,698 598,440 △102,191 6,890,715 283,026 7,173,742

端数調整            

事業年度中の

変動額
  

別途積立金の積立     200,000  △200,000  －  －

圧縮記帳積立金の取

崩
     △3,770 3,770  －  －

剰余金の配当       △124,598  △124,598  △124,598

利益処分による
役員賞与

      △41,000  △41,000  △41,000

当期純利益       348,430  348,430  348,430

自己株式の取得        △608 △608  △608

自己株式の処分   639     53,065 53,704  53,704

株主資本以外の

項目の事業年度中の

変動額

（純額）

         △80,101 △80,101

事業年度中の変動額

合計

　（千円）

－ － 639 － 200,000 △3,770 △13,398 52,456 235,928 △80,101 155,826

平成18年12月31日
　　残高　（千円）

674,265 527,936 639 168,566 5,186,000 33,928 585,041 △49,734 7,126,643 202,925 7,329,569

  （注）平成18年３月の定時株主総会における利益処分項目及び平成18年12月期の決算手続として行った固定資産圧縮　

　　　　積立金の取崩によるものであります。なお、平成18年12月期の決算手続として行なった取崩しは1,826千円であ

　　　　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18年１月１日

至　平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６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18年１月１日

至　平成18年12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
 328,270 238,790 640,933

減価償却費  228,405 265,449 536,940

減損損失  29,555 － 29,555

固定資産除却損  21,136 44,775 21,182

貸倒引当金の減少額  － △1,000 －

投資有価証券売却益  － － △454

子会社清算益  － － △1,613

退職給付引当金の増加額

(△減少額）
 △955 9,154 △82,666

役員退職引当金の増加額  1,400 10,000 12,400

賞与引当金の増加額（△

減少額）
 △38,000 △107,000 31,000

役員賞与引当金の増加額

(減少額）
 20,500 △23,000 38,000

受取利息及び受取配当金  △3,517 △4,336 △4,382

支払利息  37,004 39,803 75,910

売上債権減少額（△増加

額）
 △55,541 323,208 △191,712

たな卸資産増加額  △376,322 △88,623 △110,932

仕入債務の増加額

（△減少額）
 △13,288 88,676 △78,767

未払消費税等の減少額

（△増加額）
 △16,453 16,240 6,831

役員賞与支払額  △41,000 － △41,000

その他  △24,073 74,870 △63,674

小計  97,120 887,009 817,548

利息及び配当金の受取額  3,538 4,327 4,366

利息の支払額  △36,486 △47,374 △69,368

法人税等の支払額  △142,657 △177,035 △279,326

営業活動による

キャッシュ・フロー
 △78,485 666,926 473,220
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前中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６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18年１月１日

至　平成18年12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
    

定期預金の預入による支

出
 △180,007 △250,014 △360,022

定期預金の払戻による収

入
 156,010 240,014 360,024

投資有価証券の償還によ

る収入
 5,000 － 15,561

有形固定資産の取得によ

る支出
 △1,047,364 △141,065 △1,372,178

有形固定資産の売却によ

る収入
 57,369 18,110 108,424

貸付金の回収による収入  764 762 1,476

その他  △5,892 △3,620 △8,867

投資活動による

キャッシュ・フロー
 △1,014,120 △135,813 △1,255,581

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  1,260,000 1,100,000 1,260,000

短期借入金の返済による

支出
 △978,000 △1,100,000 △1,078,000

長期借入れによる収入  600,000 500,000 1,100,000

長期借入金の返済による

支出
 △412,428 △440,796 △806,364

自己株式の取得による支

出
 △156 － △608

自己株式の売却による収

入
 33,857 1,798 53,704

配当金の支払額  △123,368 △125,338 △124,625

財務活動による

キャッシュ・フロー
 379,903 △64,336 404,106

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  △712,702 466,776 △378,254

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残

高
 1,783,636 1,405,382 1,783,636

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
※１ 1,070,934 1,872,158 1,405,382
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

満期保有目的の債券：

償却原価法（定額法）

(1）有価証券

満期保有目的の債券：

同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券：

同左

 子会社株式：

移動平均法による原価法

子会社株式：

　―― 

子会社株式：

同左

 その他有価証券

時価のあるもの：

中間決算日前１か月の市場

価格等の平均に基づく時価

法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し,売却

原価は移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの：

中間決算日前１か月の市場

価格等の平均に基づく時価

法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し,売却

原価は移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの：

決算日前１か月の市場価格

等の平均に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し,売却原

価は移動平均法により算

定）

 時価のないもの：

移動平均法による原価法

時価のないもの：

同左

時価のないもの：

同左

 (2）たな卸資産

製品・仕掛品：

総平均法による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

 商品・原材料：

移動平均法による原価法

  

 貯蔵品：

最終仕入原価法による原価法

  

 未成工事支出金：

個別法による原価法

  

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（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：７年～５０年

　機械装置：４年～１５年

(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（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：７年～５０年

　機械装置：４年～１５年

 　　(会計処理の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、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、改正後の法人税

法に規定する減価償却の方法に

変更しております。なお、この

変更に伴う営業利益、経常利益

及び中間純利益に与える影響は

軽微であります。

(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（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：７年～５０年

　機械装置：４年～１５年

 (2）無形固定資産

定額法

　なお、ソフトウェア（自社利

用）については社内における見

込利用可能期間（５年）による

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
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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

能性を検討し、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

　従業員賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額に基づき計上して

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、

当事業年度末における退職給付債

務および年金資産の見込額に基づ

き、当中間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。なお、数理計算上

の差異は、その発生年度の翌期に

全額費用処理することとしその２

分の１を当中間会計期間に計上し

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

給付債務および年金資産の見込

額に基づき、計上しております。

なお、数理計算上の差異は、そ

の発生年度の翌期に全額費用処

理することとしております。

 (4）役員退職引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間期

　末要支給額を計上しております。

(4）役員退職引当金

　同左

(4）役員退職引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

 (5）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、支給見込額に基

づき計上しております。

(5）役員賞与引当金

同左

 (5）役員賞与引当金

同左

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

　中間キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左 　キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

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

消費税等の処理方法

　消費税および地方消費税の会

計処理は税抜方式によっており

ます。

　なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は、相殺のうえ流動資

産の「その他」に含めて表示し

ております。

消費税等の処理方法

　　　　　　同左

　

消費税等の処理方法

　消費税および地方消費税の会

計処理は税抜方式によっており

ます。
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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）

　当中間会計期間より、「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平

成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第6号平成15年10月31日）を適用しております。

これにより、税引前中間純利益は29,555千円減

少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。

　―― 　当事業年度より、「固定資産の減損に係る会

計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会平成14

年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6

号平成15年10月31日）を適用しております。こ

れにより、税引前当期純利益は29,555千円減少

しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接

控除しております。

（役員賞与に関する会計基準） （役員賞与に関する会計基準） （役員賞与に関する会計基準）

　役員賞与は、従来、株主総会の利益処分案決

議により未処分利益の減少として会計処理して

おりましたが、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）を適用しております。なお、

当社は役員賞与の金額を事業年度の業績等に基

づき、発生した期間の費用として会計処理する

こととしております。これにより営業利益、経

常利益、税引前中間純利益は20,500千円減少し

ております

 ―― 　役員賞与は、従来、株主総会の利益処分案決

議により未処分利益の減少として会計処理して

おりましたが、当事業年度より「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）を適用しております。なお、当社

は役員賞与の金額を事業年度の業績等に基づき、

発生した期間の費用として会計処理することと

しております。これにより営業利益、経常利益、

税引前当期純利益は38,000千円減少しておりま

す

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

　会計基準）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

　会計基準）

（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）を適用しております。なお、従来の

資本の部の合計に相当する金額は7,134,097千

円であります。

　中間財務諸表等規則の改正による中間貸借対

照表の表示に関する変更は以下のとおりであり

ます。

１　前事業年度における「資本の部」は、当中

間会計期間から「純資産の部」となり、純資

産の部」は「株主資本」及び「評価・換算差

額等」に分類して表示しております。

２　前事業年度において独立掲記しておりまし

た「資本金」、「資本剰余金」及び「利益剰

余金」は当中間会計期間においては「株主資

本」の内訳科目として表示しております。

 　―― 　当事業年度より、「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）を適用しております。なお、従来の資本

の部の合計に相当する金額は7,329,569千円で

あります。

　財務諸表等規則の改正による当事業年度にお

ける貸借対照表の表示に関する変更は以下のと

おりであります。

１　前事業年度における「資本の部」は、当事

業年度から「純資産の部」となり、純資産の

部」は「株主資本」及び「評価・換算差額

等」に分類して表示しております。

２　前事業年度において独立掲記しておりまし

た「資本金」、「資本剰余金」及び「利益剰

余金」は当事業年度においては「株主資本」

の内訳科目として表示しております。
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

３　前事業年度において「利益剰余金」の内訳

科目として表示しておりました「任意積立

金」は、当中間会計期間から「その他利益剰

余金」の内訳科目として表示しております。

なお、本改正により従来の「任意積立金」の

区分は廃止されております。

 ―― ３　前事業年度において「利益剰余金」の内訳

科目として表示しておりました「任意積立

金」は、当事業年度から「その他利益剰余

金」の内訳科目として表示しております。な

お、本改正により従来の「任意積立金」の区

分は廃止されております。

４　前事業年度において「利益剰余金」の内

　訳科目として表示しておりました「当期未

　処分利益」は当中間会計期間から「その他

　利益剰余金」の内訳科目である「繰越利益

　剰余金」として表示しております。

５　前事業年度において「利益剰余金」の次

　に表示しておりました「その他有価証券評

　価差額金」は当中間会計期間から「評価・

　換算差額等」の内訳科目として表示してお

　ります。　　

４　前事業年度において「利益剰余金」の内

訳科目として表示しておりました「当期未

処分利益」は当事業年度から「その他利益

剰余金」の内訳科目である「繰越利益剰余

金」として表示しております。

５　前事業年度において「利益剰余金」の次

に表示しておりました「その他有価証券評

価差額金」は当事業年度から「評価・換算

差額等」の内訳科目として表示しておりま

す。　　
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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18年６月30日現在）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日現在）
前事業年度末

（平成18年12月31日現在）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 5,341,756千円 

 

      5,751,467千円 

 

         5,648,379千円 

※２．担保提供資産    

建物

土地

計

 971,545千円

2,996,037千円

3,967,582千円

 925,047千円

2,996,037千円

     3,921,085千円

       949,613千円

     2,996,037千円

     3,945,651千円

担保されている債務    

長期借入金

（１年内返済分を含む）

短期借入金

計

2,314,260千円

800,000千円

3,114,260千円

     2,532,428千円

       －千円

    2,532,428千円

     2,392,624千円

       －千円

     2,392,624千円

※３．受取手形裏書譲渡高 9,221千円      12,820千円      6,542千円

※４．期末日満期手形処理に

ついて

───── 　期末日満期手形の処理は、手形交

換日をもって決済処理しています。

なお、当決算期末日が金融機関の休

日であったため、次の決算期末日満

期手形が決算期末日残高に含まれて

います。

　期末日満期手形の処理は、手形交

換日をもって決済処理しています。

なお、当決算期末日が金融機関の休

日であったため、次の決算期末日満

期手形が決算期末日残高に含まれて

います。

 受取手形  118,492千円

割引手形       －千円

裏書手形   2,078千円

受取手形   94,865千円

割引手形       －千円

裏書手形      760千円

※５．財務制限条項 　借入金のうち、シンジケートロー

ン契約（残高合計1,000百万円）に

は、財務制限条項が付されており下

記のいずれかの条項に抵触した場合、

多数貸付人の請求に基づくエージェ

ントの借入人に対する通知により、

借入人は全貸付人およびエージェン

トに対する本契約上の全ての債務に

ついて期限の利益を失い、直ちに貸

付の元本ならびに利息および清算金

その他本契約にもとづき借入人が支

払義務を負担する全ての金員を支払

うことになっています。

（条項）

①貸借対照表の資本の部の金額を

　平成16年12月決算期末日におけ

　る貸借対照表の資本の部の金額

　の80％および直前の決算期末日

　における貸借対照表の資本の部

　の金額の80％のいずれか高い方

　の金額以上に維持すること。

②損益計算書における経常損益に

　つき、損失を計上しないこと。

 

同左 同左
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項目
前中間会計期間末

（平成18年６月30日現在）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日現在）
前事業年度末

（平成18年12月31日現在）

※６．コミットメントライン 　当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため、取引銀行３行とコミッ

トメントライン契約を締結しており

ます。これらの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

とおりであります。

コミットメント

ラインの総額

2,000,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 1,000,000千円

　当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため、取引銀行３行とコミッ

トメントライン契約を締結しており

ます。これらの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

とおりであります。

コミットメント

ラインの総額

2,000,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 1,000,000千円

　当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため、取引銀行３行とコミッ

トメントライン契約を締結しており

ます。これらの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

りであります。

コミットメント

ラインの総額

2,000,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 1,000,000千円
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１.減価償却実施額    

有形固定資産　　　227,830千円

無形固定資産　　　　　575千円

有形固定資産　　　264,395千円

無形固定資産　　　　1,053千円

有形固定資産　　　535,369千円

無形固定資産　　　　1,571千円

※２.減損損失  

　当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

場所 用途 種類

北海道

岩内郡

共和町

 遊休資産  土地

北海道

有珠郡

壮瞥町

 遊休資産  土地

 　当社は、事業用資産、遊休資産に

分類し、事業用資産全体をキャッ

シュ・フローを生成する最小単位と

してグルーピングを実施しておりま

す。

　当中間会計期間において、上記の

遊休資産について、地価の著しい下

落により、その帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（29,555千円）として特別損失

に計上しました。

　その内訳は、北海道岩内郡共和町

の土地12,682千円、北海道有珠郡壮

瞥町の土地16,872千円であります。

　なお、上記資産の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、

正味売却価額については固定資産税

評価額により評価しております。

 

 

――

 

　当事業年度において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を

計上しました。 

場所 用途 種類

北海道

岩内郡

共和町

 遊休資産  土地

北海道

有珠郡

壮瞥町

 遊休資産  土地

　当社は、事業用資産、遊休資産に

分類し、事業用資産全体をキャッ

シュ・フローを生成する最小単位と

してグルーピングを実施しておりま

す。

　当事業年度において、上記の遊休

資産について、地価の著しい下落に

より、その帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失

（29,555千円）として特別損失に計

上しました。

　その内訳は、北海道岩内郡共和町

の土地12,682千円、北海道有珠郡壮

瞥町の土地16,872千円であります。

　なお、上記資産の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、

正味売却価額については固定資産税

評価額により評価しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 前中間会計期間　（自　平成18年１月１日　至　平成18年６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

株式の種類
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

 発行済株式     

 普通株式 5,104,003 － － 5,104,003

合計 5,104,003 － － 5,104,003

自己株式     

 普通株式（注） 120,053 100 43,000 77,153

合計 120,053 100 43,000 77,153

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加100株は単元未満株式の買取による増加であり、減少43,000株はストックオ

　　　 プション制度における権利行使によるものであります。

 

  2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　該当事項はありません。

 

  3.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

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

 平成18年３月30日

定時株主総会
 普通株式 124 25  平成17年12月31日  平成18年３月31日

 
  （2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

 　　該当事項はありません。

興研㈱（7963）平成 19 年度 12 月期中間決算短信（非連結）

－ 23 －



 当中間会計期間　（自　平成19年１月１日　至　平成19年６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

株式の種類
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

 発行済株式     

 普通株式 5,104,003 － － 5,104,003

合計 5,104,003 － － 5,104,003

自己株式     

 普通株式（注） 55,373 － 2,000 53,373

合計 55,373 － 2,000 53,373

 （注）普通株式の自己株式の株式数の減少2,000株はストックオプション制度における権利行使によるものであります。

 

  2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の　

目的となる　　

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間会計期間

末残高

（百万円）
前事業年度末 

当中間会計期

間増加 

当中間会計期

間減少 

当中間会計期

間末 

 提出会社  ストック・オプションとしての新

株予約権
－  　－  　－  　－    － 4

 合計 －  －  －  －  － 4

  3.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

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

 平成19年３月29日

定時株主総会
 普通株式 126 25  平成18年12月31日  平成19年３月30日

 
  （2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

 　　該当事項はありません。
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 前事業年度　（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31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

株式の種類
前事業年度末株式数

（株）

当事業年度増加

株式数（株）

当事業年度減少

株式数（株）

当事業年度末

株式数（株）

 発行済株式     

 普通株式 5,104,003 － － 5,104,003

合計 5,104,003 － － 5,104,003

自己株式     

 普通株式（注） 120,053 360 65,040 55,373

合計 120,053 360 65,040 55,373

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加360株は単元未満株式の買取による増加であり、減少65,040株はストックオ

　　　 プション制度における権利行使65,000株及び単元未満株式の売却40株によるものであります。

 

  2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  　 該当事項はありません。

 

  3.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

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

 平成18年３月30日

定時株主総会
 普通株式 124 25  平成17年12月31日  平成18年３月31日

 
  （2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資 

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

 平成19年３月29日

定時株主総会
 普通株式 126  利益剰余金 25  平成18年12月31日  平成19年３月30日
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（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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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（平成18年６月30日現在）

※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（平成19年６月30日現在）

※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18年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,292,934千円

預入期間が3か月を超える定

期預金 △222,000千円

現金及び現金同等物 1,070,934千円

現金及び預金勘定   2,080,158千円

預入期間が3か月を超える定

期預金 　△208,000千円

現金及び現金同等物   1,872,158千円

現金及び預金勘定   1,603,382千円

預入期間が3か月を超える定

期預金   △198,000千円

現金及び現金同等物   1,405,382千円
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（リース取引関係）

 

項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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・減損損失

累計額相当額および中間期末残高

相当額

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額・減損損失

累計額相当額および中間期末残高

相当額

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および期末

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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固
定資産
その他

542,434 278,329 264,105

合計 542,434 278,329 264,105

 

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)

有形固
定資産
その他

604,167 381,800 222,367

合計 604,167 381,800 222,367

 

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)

有形固
定資産
その他

614,723 345,404 269,319

合計 614,723 345,404 269,319

 （注）　取得価額相当額は、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。

同左 （注）　取得価額相当額は、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。

 ２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料期末残高相当額

 　　 　　  

 １年内      111,458千円

１年超    152,647千円

合計    264,105千円

１年内      101,006千円

１年超      121,361千円

合計      222,367千円

１年内      112,024千円

１年超      157,295千円

合計      269,319千円

 （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。

同左 （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・リース資産減損

勘定の取崩額・減価償却費相当額

及び減損損失

３．支払リース料・リース資産減損

勘定の取崩額・減価償却費相当額

及び減損損失

３．支払リース料・リース資産減損

勘定の取崩額・減価償却費相当額

及び減損損失

 支払リース料    54,213千円

減価償却費相当

額
    54,213千円

支払リース料     61,548千円

減価償却費相当

額
    61,548千円

支払リース料    119,824千円

減価償却費相当

額
   119,824千円

 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

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

 （減損損失について）

　リース資産に配分された減損損

失はありません。

（減損損失について）

　　　　　　同左

 （減損損失について）

　　　　　　同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年６月30日）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 

 

前中間会計期間末（平成18年６月30日）

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

利付興業債券 10,000 9,986 △13

合計 10,000 9,986 △13

２．その他有価証券で時価のあるもの

 

 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 130,954 497,736 366,782

(2）債券    

社債                   －                   －                   －

(3）その他                   －  －  － 

合計 130,954 497,736 366,782

 ３．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18年６月30日）

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 53,750
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当中間会計期間末（平成19年６月30日）

 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 　　　　　　 該当事項はありません。

 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの

 

 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 130,847 471,978 341,131

(2）債券    

社債  　　　　　　　　 －  　　　　　　　　 －  　　　　　　　　 －

(3）その他  　　　　　　　　 －  　　　　　　　　 －  　　　　　　　　 －

合計 130,847 471,978 341,131

 ３．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19年６月30日）

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 53,750
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前事業年度末（平成18年12月31日）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

              該当事項はありません。

 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの

 

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 130,847 472,991 342,144

(2）債券    

社債  　　　　　　　　 －  　　　　　　　　 －  　　　　　　　　 －

(3）その他  　　　　　　　　 －  　　　　　　　　 －  　　　　　　　　 －

合計 130,847 472,991 342,144

３．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12月31日）

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） 53,750

興研㈱（7963）平成 19 年度 12 月期中間決算短信（非連結）

－ 30 －



（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

　（企業結合等）

　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）

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

該当事項はありません。 

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 １．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

 (1）ストック・オプションの内容

 
平成19年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数（名）

取締役　10

監査役　４ 

従業員　49

ストック・オプションの付与数 普通株式　113,000株

付与日 平成19年３月29日

権利確定条件
付与日（平成19年３月29日）以降、権利確定日（平成21年４月２日）まで

継続して勤務していること 

対象勤務期間
自　平成19年３月29日

 至　平成21年４月２日 

権利行使期間
自　平成21年４月３日

至　平成24年３月31日

権利行使価格　　　　　　（円） 　　　　 1,363

公正な評価単価（付与日）（円）  　　　　　341

 

 

平成16年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

取締役　９名

監査役　４名

従業員　46名

ストック・オプションの付与数（注） 普通株式　97,000株

付与日 平成16年３月30日

権利確定条件
付与日（平成16年３月30日）以降、権利確定日（平成18年３月30日）まで

継続して勤務していること 

対象勤務期間
自　平成16年３月30日

至　平成18年３月30日 

権利行使期間
自　平成18年３月31日

至　平成21年３月30日 

権利行使価格　　　　　　（円）  　　　　　899

公正な評価単価（付与日）（円）  　　　　　 ―
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前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成16年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

取締役　９名

監査役　４名

従業員　46名

ストック・オプションの付与数（注） 普通株式　97,000株

付与日 平成16年３月30日

権利確定条件
付与日（平成16年３月30日）以降、権利確定日（平成18年３月30日）まで

継続して勤務していること 

対象勤務期間
自　平成16年３月30日

至　平成18年３月30日 

権利行使期間
自　平成18年３月31日

至　平成21年３月30日 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数

に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成13年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）   

前事業年度末 － 97,000

付与 － －

失効 － 4,000

権利確定 － 93,000

未確定残 － －

権利確定後　　　　　　（株）   

前事業年度末 23,000 －

権利確定 － 93,000

権利行使 15,000 50,000

失効 5,000 －

未行使残 3,000 43,000

②　単価情報

平成13年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 579 899

行使時平均株価　　　　　（円） 1,841 1,786

公正な評価単価（付与日）（円） － －

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

該当事項はありません 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 該当事項はありません 

４．財務諸表への影響額

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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額

     1,419円20銭

１株当たり純資産額

          1,448円57銭

１株当たり純資産額

        1,451円79銭

１株当たり中間純利益金額

  31円51銭

１株当たり中間純利益金額

    21円15銭

１株当たり当期純利益金額

    69円39銭

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額

  31円24銭

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額

    21円 9銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額

    68円91銭

　（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、

以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 157,741 106,801 348,430

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金） 　(－) 　(－)  (－) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
157,741 106,801 348,430

期中平均株式数（株） 5,005,799 5,049,464 5,021,640

    

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（株） 42,770 13,866 34,728

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）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

 

　－

 

－

 

　－
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（重要な後発事象）

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）　

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）　

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　該当事項はありません。
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５．品目別売上高
 （千円未満の端数切り捨て）

区分

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

金額（千円） 比率（％） 金額（千円） 比率（％） 金額（千円） 比率（％）

防じんマスク 2,344,325 60.4 2,046,323 57.0 4,250,211 54.6

防毒マスク 607,887 15.7 666,929 18.6 1,718,436 22.1

防じん・防毒マスク関連

その他製品
707,675 18.2 587,091 16.4 1,379,272 17.7

小計 3,659,888 94.3 3,300,343 92.0 7,347,920 94.4

環境改善工事および機器 219,294 5.7 286,885 8.0 437,931 5.6

合計 3,879,182 100.0 3,587,229 100.0 7,785,851 100.0

（上記のうち輸出分） (149,555) (3.9) (186,751) (5.2) (324,240) (4.2)

主要製品の期中受注高及び受注残高

　当社は、概ね見込生産をおこなっておりますので、記載を省略しました。
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