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1.  19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９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９月中間期 5,580 8.1 423 19.0 343 △1.4 186 3.5 

18年９月中間期 5,160 19.8 356 26.7 348 24.3 180 ― 

19年３月期 12,137 ― 1,170 ― 1,138 ― 658 ― 

 

 
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９月中間期 22 80 ―  

18年９月中間期 22 03 ―  

19年３月期 80 49 ―  
 
(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期 ― 百万円 18年９月中間期 ― 百万円 19年３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９月中間期 20,621 11,146 54.1 1,362 78 

18年９月中間期 20,559 10,780 52.4 1,317 71 

19年３月期 21,051 11,109 52.8 1,358 04 
 
(参考) 自己資本 19年９月中間期 11,146百万円 18年９月中間期 10,780百万円 19年３月期 11,109百万円

 

(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９月中間期 △611 △1,623 △747 642 

18年９月中間期 △1,251 △2,208 3,505 2,921 

19年３月期 1,509 △3,514 2,755 3,625 
 

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

19年３月期 18 00 18 00 36 00

20年３月期(実績) 18 00  

20年３月期(予想)  18 00
36 00

 

3. 20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３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 13,560 11.7 1,610 37.6 1,500 31.8 900 36.7 110 03 
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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、13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」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９月中間期 8,265,137株 18年９月中間期 8,265,137株 19年３月期 8,265,137株

 ②期末自己株式数 

 19年９月中間期 85,592株 18年９月中間期 84,659株 19年３月期 85,324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、24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 

平成20年３月期の業績予想は、平成19年４月27日付当社「平成19年３月期決算短信（非連結）」にて発表いた

しました数値と変更はありません。 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であ

ると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業

績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績

（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当中間期の全般的な概況 

 当中間期におけるわが国経済は、原油価格の高騰など、景況に対する不安定要因があったものの、企業収益

の改善を背景に民間設備投資が増加し、一部に弱さが見られるものの、景気はゆるやかな回復基調にありまし

た。 

 一方、国内医薬品業界におきましては、定期的な保険点数の引下げによる価格競争の激化や改正薬事法対応

などによる経費負担増など、経営環境はますます厳しさを増しております。 

 このような経営環境のもと、当社は従来顧客への拡販と新規顧客の開拓に注力してまいりました。主力製品

であるインフルエンザワクチンの９月の出荷が好調だったことに加え、麻疹（はしか）の流行による関連検査

試薬の需要増により、売上高は前年同期に比べ420百万円増収の5,580百万円(前年同期比8.1%増)となり、中間

期としては過去最高の売上を計上いたしました。 

 収益面では、システム関連投資による経費負担増等がありましたが、増収による数量効果等により、営業利

益は前年同期に比べ67百万円増益の423百万円(前年同期比19.0%増)となりました。経常利益は営業外損益にワ

クチン新棟に関る経費等を計上した結果、前年同期並みの343百万円(前年同期比△4百万円、1.4%減)、中間純

利益は186百万円（前年同期比＋6百万円、3.5%増）となりました。 

 

 各部門の営業の概況は、次のとおりです。 

 

②当中間期の各部門の概況 

〈国内ワクチン部門〉 

 主力製品であるインフルエンザワクチンの販売につきましては、９月の出荷が好調に推移した結果、売上高

は前年同期に比べ5.9％増の増収となり、当部門の売上高は、前年同期に比べ5.8％増収の1,605百万円(前年同

期比88百万円増)の増収となりました。 

 

〈国内検査試薬部門〉 

 価格競争が厳しい臨床化学検査試薬および免疫血清検査試薬は、全般的に堅調に推移したほか、前年同期に

おいて海外向けに出荷された製品の一部が国内向け出荷となった結果、仕入商品を含む売上高は、前年同期に

比べ13.6％増収の1,406百万円（前年同期比168百万円増）となりました。 

 細菌検査試薬ならびに一般生物検査試薬は、前年同期に比べ0.8％減収の552百万円（前年同期比4百万円

減）となり、ほぼ前年同期並みとなりました。 

 ウイルス検査試薬では、麻疹（はしか）の流行による関連検査試薬の需要増等により、前年同期に比べ

44.4%増収の784百万円（前年同期比240百万円増）と大幅な増収になりました。 

 以上の結果、当部門の売上高は前年同期に比べ17.3％増収の2,743百万円（前年同期比404百万円増）となり

ました。 

 

〈海外部門〉 

 海外市場は国内市場に比べ一層の拡大が期待できることから、成長戦略の重要事業として拡販に注力してお

ります。当中間期は、前年同期に海外向けに出荷された製品の一部が国内向け出荷となりました結果、当部門

の売上高は、前年同期に比べ5.6％減収の1,231百万円（前年同期比72百万円減）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

当中間期における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、344百万円の税引前中間純利益を計上し、減価償却費732百万円、仕

入債務の増加額925百万円等の増加要因はありましたが、売上債権の増加額1,258百万円、たな卸資産の増加額

1,514百万円、法人税等の支払い等により611百万円（前年同期比638百万円増）のマイナスとなりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、ワクチン製造設備等の設備投資を実施した結果、1,623百万円（前年

同期比585百万円増）の資金を使用しました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、銀行借入金の返済600百万円、配当金の支払い147百万円等がありま

した結果、747百万円（前年同期比4,252百万円減）の支出となりました。 

以上の結果、当中間会計期間末における現金及び現金同等物は642百万円（前年同期比2,278百万円減）とな

りました。 
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 
平成19年９月

中間期 

自己資本比率(%) 59.6 64.5 64.0 52.8 54.1

時価ベースの自己資本比率(%) 131.9 127.3 139.4 108.2 113.6

キャシュ・フロー対有利子負債
比率(%) 

162.8 51.8 195.3 291.7 ―

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 

― 204 51 37 ―

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 

キャシュ・フロー対有利子負債比率：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 

（注）１．各指標は、財務数値により算出しております。 

   ２．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。 

   ３．有利子負債は、貸借対照表上に計上されている借入金を対象としております。また、利払いにつきまして 

     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。 

   ４．平成16年３月期は利払いがないため、インタレスト・ガバレッジ・レシオは計算しておりません。 

   ５．平成19年９月期のキャシュ・フロー対有利子負債比率およびインタレスト・ガバレッジ・レシオにつきましては、 

営業キャシュ・フローがマイナスの為、算定しておりません。 

 

(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ており、将来の事業展開と安定的な経

営基盤の確保のために内部留保を充実するとともに、業績の裏付けのある安定的な配当の継続を基本方針と

しております。 

 配当金につきましては、当期は年間36円（中間18円、期末18円）を予定しております。 

 

(4) 事業等のリスク 

 当社の売上高において、インフルエンザ関連製品（ワクチンおよび検査試薬）が重要な部分を占めており

ます。インフルエンザ検査試薬の需要はインフルエンザの発生動向により、大きく影響を受ける可能性があ

ります。インフルエンザワクチンにつきましては、原料となる鶏卵調達を外部の養鶏業者に依存しておりま

すが、たとえば鳥インフルエンザの発生などにより、原料調達に不足が生じた場合には、著しい生産量の低

下を招く可能性があるほか、商慣習としての返品数量が増加した場合には、収益に悪影響を及ぼす可能性が

あります。            

 また、当社は、薬事法をはじめ、様々な法規制の適用を受け、事業が成立しております。 

 法規制が改正された場合、これらの法規制を遵守するためのコストが発生し、利益率の低下につながる可

能性があると同時に、万一これらの法規制を遵守できなかった場合、事業活動を制限されることはもとよ

り、社会的信用の低下を招き、業績に悪影響が生じる可能性があります。 

 



デンカ生研株式会社(4561) 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

―5― 

２． 企業集団の状況 

 最近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

 

３． 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、疾病の診断、治療、予防に必要不可欠なワクチン及び検査試薬の製造販売を通じて、予防医療の分野

で、社会的な貢献度の高い企業として、市場のニーズに応えられる高品質で価格競争力のある製品の開発に注力

し、安定的な成長を目指しております。 

 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社が目標とする経営指標は、平成22年度を目標年度として、経常利益率20%、純利益率10%、総資産経常利益

率15%であります。  

平成22年度は、当社創立60周年にあたり、また、激変する経営環境を背景に、「業務プロセス革新運動“IBP-

60(Innovate on our Business Pricess)”」を展開し、上記目標数値の達成に向け、全社一丸となり、取り組ん

でまいります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

 高齢者の増加と接種率のアップにより、インフルエンザワクチンの需要拡大は、今しばらく継続すると考えら

れます。ワクチン部門では増産体制の確立、安全・環境を重視した生産体制の推進と販売網、営業力の強化およ

び新型インフルエンザワクチンの製造承認取得が当面の課題であります。 

 増産体制確立の具体策として、インフルエンザワクチン原液製造設備の能力増強工事を実施することを決定い

たしました(平成19年度に完成・平成21年度操業開始予定)。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

国内検査試薬市場はトータルでは飽和状態にあると考えられますが、臨床検査試薬のひとつの大きな流れとな

ったＰＯＣＴ（ポイント・オブ・ケア・テスティング）のように、市場ニーズにあった特徴ある製品の開発・販

売により売上の拡大を図ることは可能と考えられます。今後とも、簡便迅速な検査試薬、新興再興各種の感染症

に備える検査試薬の開発・提供を主体に、付加価値の高い特徴ある製品に重点を置く方針を継続いたします。

 今後も研究開発型の企業として、柔軟かつ積極的な経営を推進し、各部門の課題に全社をあげて取り組んでま

いります。 

 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

記載すべき事項はありません。 
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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９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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  921,260 642,333 625,112 

 ２ 受取手形 ※４ 316,198 289,345 458,229 

 ３ 売掛金  3,788,157 4,091,655 2,664,327 

 ４ たな卸資産  4,364,874 4,346,777 2,831,939 

 ５ 繰延税金資産  424,142 353,994 488,893 

 ６ 未収消費税等 ※２ 100,704 150,497 53,882 

 ７ 関係会社預け金  2,000,000 ― 3,000,000 

 ８ その他  132,273 66,249 1,316,113 

   貸倒引当金  △17,649 △5,695 △13,427 

   流動資産合計   12,029,960 58.5 9,935,159 48.2  11,425,069 54.3

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物 
※１ 
※３ 

2,707,404 2,533,031 2,645,380 

  (2) 機械及び装置 
※１ 
※３ 

3,143,893 2,573,645 2,902,545 

  (3) 建設仮勘定  721,419 3,499,336 1,930,840 

  (4) その他 
※１ 
※３ 

1,264,633 1,253,367 1,270,745 

   有形固定資産計   7,837,348 9,859,381  8,749,509

 ２ 無形固定資産   197,844 362,191  395,280

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 繰延税金資産  352,739 329,242 344,138 

  (2) その他  141,161 135,441 136,828 

   投資その他の 
   資産合計   493,900 464,684  480,966

   固定資産合計   8,529,093 41.5 10,686,256 51.8  9,625,756 45.7

   資産合計   20,559,053 100.0 20,621,416 100.0  21,050,824 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 ※４ 1,299,444 1,383,501 708,254 

 ２ 買掛金  592,791 376,693 251,019 

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金  1,200,000 1,200,000 1,200,000 

 ４ 未払金  80,792 46,748 294,617 

 ５ 未払費用  687,628 976,712 854,183 

 ６ 未払法人税等  13,155 16,837 338,512 

 ７ 賞与引当金  411,985 403,440 399,772 

 ８ 役員賞与引当金  ―  ― 7,300 

 ９ 返品調整引当金  108,776 223,628 231,768 

 10 設備関係支払手形 ※４ 1,008,790 1,823,798 1,383,962 

 11 その他  21,704 34,501 591,033 

   流動負債合計   5,425,065 26.4 6,485,861 31.4  6,260,420 29.7

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金  3,800,000 2,600,000 3,200,000 

  ２ 長期未払金  ― 35,901 ― 

 ３ 退職給付引当金  505,610 341,735 427,898 

 ４ 役員退職慰労金 
   引当金  37,866 ― 42,971 

 ５ その他  11,000 11,000 11,000 

   固定負債合計   4,354,475 21.2 2,988,636 14.5  3,681,869 17.5

   負債合計   9,779,540 47.6 9,474,497 45.9  9,942,290 47.2

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   1,000,000 4.9 1,000,000 4.9  1,000,000 4.8

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  635,773 635,773 635,773 

  (2) その他資本剰余金  98 206 206 

   資本剰余金合計   635,871 3.1 635,979 3.1  635,980 3.0

 ３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金  108,299 108,299 108,299 

  (2) その他利益剰余金    

    特別償却準備金  79,674 45,549 57,693 

    別途積立金  1,300,000 1,300,000 1,300,000 

    繰越利益剰余金  7,818,895 8,223,227 8,171,842 

   利益剰余金合計   9,306,867 45.2 9,677,075 46.9  9,637,834 45.8

 ４ 自己株式   △166,623 △0.8 △169,435 △0.8  △168,681 △0.8

   株主資本合計   10,776,116 52.4 11,143,619 54.1  11,105,133 52.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

   その他有価証券 
   評価差額金   3,396 3,298  3,402

   評価・換算差額等 
   合計   3,396 0.0 3,298 0.0  3,402 0.0

   純資産合計   10,779,512 52.4 11,146,918 54.1  11,108,535 52.8

   負債純資産合計   20,559,053 100.0 20,621,416 100.0  21,050,824 100.0
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(2) 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記番
号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   5,159,655 100.0 5,580,134 100.0  12,137,463 100.0

Ⅱ 売上原価   2,569,590 49.8 2,820,076 50.5  6,611,778 54.5

   売上総利益   2,590,066 50.2 2,760,057 49.5  5,525,686 45.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,234,417 43.3 2,336,799 41.9  4,355,723 35.9

   営業利益   355,648 6.9 423,258 7.6  1,169,962 9.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  10,236 0.2 13,957 0.3  26,112 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  17,995 0.3 94,162 1.7  57,835 0.4

   経常利益   347,890 6.8 343,053 6.2  1,138,239 9.4

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― 7,731 0.1  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※４  19,215 0.4 6,101 0.1  82,032 0.7

   税引前中間(当期) 
   純利益   328,675 6.4 344,682 6.2  1,056,207 8.7

   法人税、住民税 
   及び事業税  5,318 8,339 330,738 

   還付事業税  5,019 ― 24,968 

   法人税等調整額  148,187 148,486 2.9 149,864 158,204 2.7 92,032 397,803 3.3

   中間(当期)純利益   180,189 3.5 186,478 3.3  658,404 5.4
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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４月１日 至 平成18年９月30日) 

株主資本 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

利益準備金 特別償却
準備金

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金合
計 

平成18年３月31日残高 
(千円) 

1,000,000 635,773 ― 635,773 108,299 141,567 1,300,000 7,871,320 9,421,186

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当(注)   ―  △294,508 △294,508

 特別償却準備金の 
 取崩(注) 

  ― △43,560  43,560 ―

 特別償却準備金の 
 取崩 

  ― △18,334  18,334 ―

 中間純利益   ―  180,189 180,189

 自己株式の取得   ―   ―

 自己株式の処分   98 98   ―

 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) 

― ― 98 98 ― △61,893 ― △52,426 △114,319

平成18年９月30日残高 
(千円) 

1,000,000 635,773 98 635,871 108,299 79,674 1,300,000 7,818,895 9,306,867

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計 

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３月31日残高 
(千円) 

△165,664 10,891,295 3,190 3,190 10,894,485

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当(注)  △294,508 ― △294,508

 特別償却準備金の 
 取崩(注) 

 ― ― ―

 特別償却準備金の 
 取崩 

 ― ― ―

 中間純利益  180,189 ― 180,189

 自己株式の取得 △1,190 △1,190 ― △1,190

 自己株式の処分 232 330 ― 330

 株主資本以外の項目 
 の中間会計期間中の 
 変動額(純額) 

 206 206 206

中間会計期間中の変動 
額合計(千円) 

△958 △115,179 206 206 △114,973

平成18年９月30日残高 
(千円) 

△166,623 10,776,116 3,396 3,396 10,779,512

(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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当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

株主資本 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

利益準備金 特別償却
準備金

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金合
計 

平成19年３月31日残高 
(千円) 

1,000,000 635,773 206 635,979 108,299 57,693 1,300,000 8,171,842 9,637,834

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当(注)   ―  △147,236 △147,236

 特別償却準備金の 
 取崩(注) 

  ― △12,144  12,144 ―

 中間純利益   ―  186,478 186,478

 自己株式の取得   ―   ―

 自己株式の処分   ―   ―

 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) 

― ― ― ― ― △12,144 ― 51,385 39,241

平成19年９月30日残高 
(千円) 

1,000,000 635,773 206 635,979 108,299 45,549 1,300,000 8,223,227 9,677,075

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計 

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19年３月31日残高 
(千円) 

△168,681 11,105,133 3,402 3,402 11,108,535

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当(注)  △147,236 ― △147,236

 特別償却準備金の 
 取崩(注) 

 ― ― ―

 中間純利益  186,478  ― 186,478

 自己株式の取得 △754 △754 ― △754

 自己株式の処分 ― ― ― ―

 株主資本以外の項目 
 の中間会計期間中の 
 変動額(純額) 

 △103 △103 △103

中間会計期間中の変動 
額合計(千円) 

△754 38,486 △103 △103 38,383

平成19年９月30日残高 
(千円) 

△169,435 11,143,619 3,298 3,298 11,146,918

(注) 平成19年６月の定時株主総会における剰余金処分項目であります。 
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

利益準備金 特別償却
準備金

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金合
計 

平成18年３月31日残高 
(千円) 

1,000,000 635,773 ― 635,773 108,299 141,567 1,300,000 7,871,320 9,421,186

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当(注)   ―  △294,508 △294,508

剰余金の配当   ―  △147,249 △147,249

 特別償却準備金の 
 取崩(注) 

  ― △43,560  43,560 ―

 特別償却準備金の 
 取崩 

  ― △40,314  40,314 ―

 当期純利益   ―  658,404 658,404

 自己株式の取得   ―   ―

 自己株式の処分   206 206   ―

 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) 

― ― 206 206 △83,874 ― 300,521 216,647

平成19年３月31日残高 
(千円) 

1,000,000 635,773 206 635,980 108,299 57,693 1,300,000 8,171,842 9,637,834

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計 

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３月31日残高 
(千円) 

△165,664 10,891,295 3,190 3,190 10,894,485

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当(注)  △294,508 ― △249,508

 剰余金の配当  △147,249 ― △147,249

 特別償却準備金の 
 取崩(注) 

 ― ― ―

 特別償却準備金の 
 取崩 

 ― ― ―

 当期純利益  658,404 ― 658,404

 自己株式の取得 △3,463 △3,463 ― △3,463

 自己株式の処分 447 653 ― 653

 株主資本以外の項目 
 の事業年度中の 
 変動額(純額) 

 212 212 212

当事業年度中の変動 
額合計(千円) 

△3,016 213,837 212 212 214,050

平成19年３月31日残高 
(千円) 

△168,681 11,105,133 3,402 3,402 11,108,535

(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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(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４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日
至 平成19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18年４月１日
至 平成19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 税引前中間(当期)純利益  328,675 344,682 1,056,207

 ２ 減価償却費  655,698 732,873 1,379,305

 ３ 有形固定資産売却損  ― ― 371

 ４ 有形固定資産除却損  2,715 5,720 64,136

 ５ 貸倒引当金の増減額  2,828 △7,731 △1,394

 ６ 退職給付引当金の減少額  △62,079 △86,162 △139,791

 ７ 役員退職慰労金引当金の減少額  △39,311 △42,971 △34,205

  ８ 長期未払金の増加額  ― 35,901 ―

 ９ 賞与引当金の増加額  35,763 3,668 23,551

 10 役員賞与引当金の増減額  ― △7,300 7,300

 11 返品調整引当金の増減額  58,601 △8,138 181,593

 12 有価証券評価損  ― ― 2,927

 13 支払利息  15,224 29,835 48,692

 14 為替差損  10 ― 29

 15 売上債権の増減額  △657,587 △1,258,445 324,213

 16 たな卸資産の増加額  △1,708,958 △1,514,838 △176,022

 17 仕入債務の増減額  594,574 925,306 △168,998

 18 その他の資産の増減額  △82,506 1,155,594 △1,221,902

 19 その他の負債の増減額  △2,234 △561,764 573,458

          小計  △858,587 △253,771 1,919,469

 20 利息の支払額  △8,085 △32,923 △40,708

 21 法人税等の支払額  △388,989 △324,949 △395,212

 22 法人税等の還付額  5,019 ― 24,968

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,250,641 △611,644 1,508,516

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  △2,172,324 △1,618,656 △3,338,869

 ２ 無形固定資産の取得による支出  △36,345 △4,585 △176,190

 ３ 有形固定資産の売却による収入  ― ― 187

 ４ 貸付金の回収による収入  599 99 713

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,208,070 △1,623,142 △3,514,159

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 長期借入れによる収入  4,000,000 ― 4,000,000

 ２ 長期借入金の返済による支出  △200,000 △600,000 △800,000

 ３ 自己株式の処分による収入  330 ― 653

 ４ 自己株式の取得による支出  △1,190 △754 △3,463

 ５ 配当金の支払額  △294,508 △147,236 △441,756

  財務活動によるキャッシュ・フロー  3,504,632 △747,991 2,755,433

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △10 ― △29

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  45,911 △2,982,778 749,763

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,875,349 3,625,112 2,875,349

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高  2,921,260 642,333 3,625,112
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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 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１．資産の評価基

準及び評価方法 

(1) 有価証券 

  子会社株式 

   移動平均法による原価法 

(1) 有価証券 

子会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

  子会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により、

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 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法によ

り、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．たな卸資産の

評価基準及び評

価方法 

総平均法による原価法 同左 同左 

３．固定資産の減

価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウェア(自社

利用分)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。 

(1) 有形固定資産 

①平成19年３月31日以前に 

 取得したもの 

  旧定率法 

②平成19年４月１日以降に 

 取得したもの 

  定率法 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正（（所得税法等

の一部を改正する法律 平成19

年３月30日 法律第６号）及び

（法人税法施行令の一部を改正

する政令 平成19年３月30日 

政令第83号））に伴い、当中間

会計期間から、平成19年４月１

日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。 

 これに伴い、前中間会計期間

と同一の方法によった場合と比

べ、売上総利益が2,978千円、

営業利益、経常利益および税引

前中間純利益がそれぞれ4,465

千円減少しております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

定率法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

４．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、一般債権は貸倒実

績率により、貸倒懸念債権及び

破産更生債権は個別に回収可能

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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(2) 賞与引当金 

従業員に対して支給する

賞与に充てるため、支給見

込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) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与

に充てるため、支給見込額を

計上しております。 

（会計方針の変更） 

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17年11月

29日）を適用しております。 

これにより、営業利益、経

常利益および税引前当期純利

益はそれぞれ8,285千円減少し

ております。 

 (4) 返品調整引当金 

販売したたな卸資産の返

品による損失に備えるた

め、法人税法の規定に基づ

く繰入限度相当額(法定繰入

率)のほか、特定の製品に対

して返品可能性を勘案した

所要額を計上しておりま

す。 

(4) 返品調整引当金 

同左 

(4) 返品調整引当金 

同左 

(5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

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。 

(5) 退職給付引当金 

同左 

(5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数(５年)による定額法によ

り翌事業年度から費用処理

することとしております。 

 

 数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数(５年)による定

額法により翌事業年度か

ら費用処理することとし

ております。 

 

(6) 役員退職慰労金引当金 

役員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。 

(6) 役員退職慰労金引当金 

役員退職慰労金制度は

平成19年５月10日開催の

取締役会および同日開催

の監査役会での決議によ

り、平成19年６月28日開

催の定時株主総会の終結

のときをもって廃止され

ました。 

 それまでの在任期間に

対応する金額は、対象役

員の退任時に支払うこと

としているため、長期未

払金として計上しており

ます。 

(6) 役員退職慰労金引当金 

役員退職慰労金の支出

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。 

なお、本定時株主総会

の終結のときをもって役

員退職慰労金制度を廃止

することを、平成19年５

月10日開催の取締役会お

よび同日開催の監査役会

で決議いたしました。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

５．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

借取引に係わる方法に準じた

会計処理によっております。 

同左 同左 

６．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、要求払預金及び

取得日から３ヶ月以内に満期

の到来する流動性の高い、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

スクしか負わない短期的な投

資を含めております。 

同左 同左 

７．その他中間財

務諸表（財務諸

表）作成のため

の基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理について 

税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理について

同左 

消費税等の会計処理について

同左 
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(6) 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４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

 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10,779,512千円であり

ます。 

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。 

 

― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

 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11,108,535千円であり

ます。 

財務諸表等規則の改正により、当事業

年度における財務諸表は、改正後の財

務諸表等規則により作成しておりま

す。 

 

（自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正） 

当中間会計期間から、改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 

最終改正平成18年８月11日 企業会計

基準第１号）及び「自己株式及び準備

金の額の減少等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８月11日 企業会計基

準適用指針第２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。 

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。 

  

― （自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正） 

当事業年度から、改正後の「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 最終

改正平成18年８月11日 企業会計基準

第１号）及び「自己株式及び準備金の

額の減少等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８月11日 企業会計基準適用

指針第２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。 

財務諸表等規則の改正により、当事業

年度における財務諸表は、改正後の財

務諸表等規則により作成しておりま

す。 
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(7) 中間財務諸表に関する注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

7,180,845千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

8,144,698千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

7,585,030千円 

※２ 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、流動資産の未収

消費税等として表示しておりま

す。 

※２ 消費税等の取扱 

    同左 

 

※２ 消費税等の取扱 

      同左 

 

※３ 過年度に取得した有形固定資産

のうち国庫補助金による圧縮記

帳額は、建物69,222千円、機械

及び装置、その他の有形固定資

産199,969千円であり、貸借対

照表計上額は、この圧縮記帳額

を控除しております。 

※３     同左 ※３      同左 

※４ 中間会計期間末日満期手形の会

計処理については、満期日に決

済が行われたものとして処理し

ております。 

   なお、中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が、

中間会計期間期末残高から除か

れております。 

   受取手形    40,242千円 

   支払手形    237,285 

   設備関係支払  770,307 

手形 

※４ 中間会計期間末日満期手形の会

計処理については、満期日に決

済が行われたものとして処理し

ております。 

   なお、中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が、

中間会計期間期末残高から除か

れております。 

   受取手形    53,406千円 

   支払手形    288,778 

   設備関係支払   30,981 

手形 

※４ 期末日満期手形の会計処理につ

いては、満期日に決済が行われ

たものとして処理しておりま

す。 

   なお、期末日が金融機関の休日

であったため、次の期末日満期

手形が、期末残高から除かれて

おります。 

   受取手形    70,371千円 

   支払手形    220,276 

   設備関係支払  111,530 

      手形 

 

(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息・ 
配当金 

1,585千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息・ 
配当金 

8,050千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息・ 
配当金 

4,921千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 15,224千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

操業準備費用 64,179千円

支払利息 29,835    
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 48,692千円
 

※３      － ※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 
戻入益 

7,731千円
 

※３      － 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 
除却損 

19,215千円 
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 
除却損 

6,101千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 
除却損 

81,661千円
 

減価償却実施額 

有形固定資産 646,150千円

無形固定資産 9,548 
 

減価償却実施額 

有形固定資産 692,199千円

無形固定資産 40,673 
 

減価償却実施額 

有形固定資産 1,359,938千円

無形固定資産 19,367 
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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) 8,265,137 － － 8,265,137

 

２．自己株式に関する事項 
 

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) 84,365 412 118 84,659

（変動事由の概要） 

増加数は単元未満株式の買取りによるものであります。 

減少数は単元未満株式の売り渡しによるものであります。 

 

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 294,508 36 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

(2) 基準日が当中間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会計期間後となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
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10月27日 
取締役会 

普通株式 
繰越利益 
剰余金 

147,249 18 平成18年９月30日 平成18年12月１日
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当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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) 8,265,137 － － 8,265,137

 

２．自己株式に関する事項 
 

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) 85,324 268 － 85,592

（変動事由の概要） 

増加数は単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

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19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 147,236 18 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

(2) 基準日が当中間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会計期間後となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
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19年10月26日 
取締役会 

普通株式 
繰越利益 
剰余金 

147,231 18 平成19年９月30日 平成19年12月３日
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前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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 当事業年度末 

普通株式(株) 8,265,137 － － 8,265,137

 

２．自己株式に関する事項 
 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 84,365 1,186 227 85,324

（変動事由の概要） 

増加数は単元未満株式の買取りによるものであります。 

減少数は単元未満株式の売り渡しによるものであります。 

 
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 294,508 36 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年10月27日 
取締役会 

普通株式 147,249 18 平成18年９月30日 平成18年12月１日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
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19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 
繰越利益 
剰余金 

147,237 18 平成19年3月31日 平成19年６月29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４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

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９月30日) 

現金及び預金 921,260千円 

関係会社預け金 2,000,000千円 

現金及び現金 
同等物 

2,921,260千円 

  

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９月30日)

現金及び預金 642,333千円

現金及び現金 
同等物 

642,333千円

 

  

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19年３月31日)

現金及び預金 625,112千円

関係会社預け金 3,000,000千円

現金及び現金 
同等物 

3,625,112千円
 

 

(リース取引関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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） 

その他の 
有形固定 
資産 

564,982 251,412 313,570

(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。 

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）

その他の
有形固定
資産 

662,767 351,538 311,229

(注)     同左 

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）

その他の
有形固定
資産 

613,675 312,051 301,623

(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 

１年内 110,919千円

１年超 202,651千円

合計 313,570千円

(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。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 115,961千円

１年超 195,267千円

合計 311,229千円

(注)     同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 112,822千円

１年超 188,801千円

合計 301,623千円

(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 54,130千円

減価償却費 
相当額 

54,130千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 63,370千円

減価償却費 
相当額 

63,370千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 114,769千円

減価償却費 
相当額 

114,769千円
 

(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 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(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(千円) 
中間貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

株式 1,931 7,632 5,701

 

２．時価評価されていないその他有価証券 

 中間貸借対照表計上額(千円) 

非上場株式 5,000

 

当中間会計期間末(平成19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(千円) 
中間貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

株式 1,931 7,469 5,537

 

２．時価評価されていないその他有価証券 

 中間貸借対照表計上額(千円) 

非上場株式 2,072

 

前事業年度末(平成19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(千円) 
貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

株式 1,931 7,643 5,711

 

２．時価評価されていないその他有価証券 

 貸借対照表計上額(千円) 

非上場株式 2,073

 

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度末(平成19年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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(持分法投資損益等) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

関連会社がないため、該当事項はあり

ません。 

同左 同左 

 

 

(ストック・オプション等関係) 

前中間会計期間（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。 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

 

(企業結合等関係) 

前中間会計期間（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。 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 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４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額  1,317.71円 １株当たり純資産額   1,362.78円 １株当たり純資産額   1,358.04円 

１株当たり中間純利益  22.03円 １株当たり中間純利益    22.80円 １株当たり当期純利益    80.49円 

 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。 

 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。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式がないた

め記載しておりません。 

 

（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

項目 
前中間会計期間 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間 

（平成19年９月30日） 
前事業年度 

（平成19年３月31日） 

純資産の部の合計金額 10,779,512千円 11,146,918千円 11,108,535千円 

普通株式に係る中間期末(期末)

の純資産額 
10,779,512千円 11,146,918千円 11,108,535千円 

１株当たり純資産額の算定に用

いられた中間期末(期末)普通株

式の数 

8,180,478株 8,179,545株 8,179,813株 

 

２ １株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

中間(当期)純利益 180,189千円 186,478千円 658,404千円 

普通株式に係る中間(当期) 

純利益 
180,189千円 186,478千円 658,404千円 

普通株式の期中平均株式数 8,180,585株 8,179,613株 8,180,373株 

 

 

(重要な後発事象) 

前中間会計期間(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。 

 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 
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５． その他 

   生産、受注及び販売の状況 

（１）比 較 生 産 高 
 （単位：千円）

品        目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

対前期増減 

ワ  ク  チ  ン 

免疫血清検査試薬 

臨床化学検査試薬 

細 菌 検 査 試 薬 

ウイルス検査試薬 

一般生物検査試薬 

4,368,044  

1,738,640  

787,806  

516,303  

529,529 

140,918  

5,813,774   

1,733,945   

843,917   

601,375   

863,679 

143,612   

1,445,730  

△4,694  

56,111  

85,072  

334,150 

2,694  

合          計 8,081,240 10,000,304 1,919,065 

（２）比 較 販 売 高 
 （単位：千円）

品              目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

対前期増減 

 
ワ  ク  チ  ン 

1,509,149 
(    5,355)

1,592,509  
(       ―) 

83,359 
(  △5,355)

免疫血清検査試薬 
1,549,757 
(  885,250)

1,587,464  
(  784,389) 

37,707 
(△100,860)

臨床化学検査試薬 
802,926 

(  272,721)
836,266  

(  278,423) 
33,341 

(    5,702)

細 菌 検 査 試 薬 
521,423 

 (  101,129)
518,944  

 (   98,765) 
△2,479 

(  △2,363)

ウイルス検査試薬 
580,618 

(   37,212)
  850,764  
(   66,379) 

270,145 
(   29,167)

 

 

一般生物検査試薬 
138,956 

(    2,239)
135,078  

(    2,627) 
△3,877 

(      387)

 検  査  試 薬  計  3,593,681 3,928,518  334,837 

    (1,298,552) (1,230,585) ( △67,965) 

 製     品     計   5,102,830  5,521,027  418,197 

    (1,303,907) (1,230,585) ( △73,320)

 ワ  ク  チ  ン 
13,554 

 (       ―)
13,032  

 (       ―) 
△521 

(       ―)

 検  査  試  薬 
43,271 

  (      105)
46,073  

  (      978) 
2,802 

(      873)

 商    品    計 
56,825 

(      105)
59,106  

(      978) 
2,281 

(      873)

 合          計 
5,159,655 
(1,304,011)

5,580,134  
(1,231,564) 

420,479 
( △72,447)

  （注） 売上高の （     ） 内は、輸出高を内書したものです。 
 
（３）部門別比較販売高 

 （単位：千円）

区     分 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

対前期増減 

国内ワクチン部門 
国内検査試薬部門 
海  外  部  門 

1,517,349 
2,338,295 
1,304,011 

1,605,542  
2,743,028  
1,231,564  

88,193 
404,732 
△72,447 

合        計 5,159,655 5,580,134  420,479 

 


