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平成 20 年３月期 中間決算短信（非連結） 

平成 19 年 10 月 29 日 

上 場 会 社 名 ヤスハラケミカル株式会社           上場取引所 東証二部 

コ ー ド 番 号 ４９５７                   ＵＲＬ http://www.yschem.co.jp 

代 表 者（役職名）代表取締役社長（氏名）安 原 禎 二 

問合せ先責任者（役職名）経 理 部 長（氏名）唐 川 宣 幸     ＴＥＬ（0847）45－3530 

半期報告書提出予定日 平成 19年 12月 20日       配当支払開始予定日 平成 19年 11月 30日 
（百万円未満切捨て） 

１．平成 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 5,481 (  0.0) 393 (△12.1) 418 (△11.9) 250 (△14.1)
18 年９月中間期 5,479 (  9.5) 447 (△11.8) 475 (△14.9) 291 (△ 6.0)

19 年３月期 11,357 (      ) 996 (      ) 1,057 (      ) 682 (      )

 

 
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 23  55 －  －
18 年９月中間期 27  41 －  －

19 年３月期 64  07 －  －
（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 20,326 15,105 74.3 1,419  02
18 年９月中間期 19,145 14,615 76.3 1,372  95

19 年３月期 20,241 14,943 73.8 1,403  76
（参考）自己資本  19 年９月中間期 15,105 百万円  18 年９月中間期 14,615 百万円  19 年３月期 14,943 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 933 △583 △55 2,748 
18 年９月中間期 232 △239 △65 2,713 
19 年３月期 △557 △225 428 2,442 

 
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 6   00 6   00 12   00 

20 年３月期 6   00 － 

20 年３月期(予想) － 6   00
12   00 

 
３．平成 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 11,027 (△ 2.9) 649 (△34.8) 665 (△37.1) 397 (△41.7) 37  34
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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基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計処理等の改正に伴う変更  有・無 

② ①以外の変更         有・無 

(注)詳細は、16 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９月中間期 10,839,663株 18年９月中間期 10,839,663株 19年３月期 10,839,663株 

②期末自己株式数 

19年９月中間期   194,288株 18年９月中間期   194,062株 19年３月期   194,102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、25 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 

１．本資料に記載されている業績見通しに関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で

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異なる可能性があ

ります。 

２．通期の業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数

値を増額修正いたしました。なお、当期予想数値の修正に関する事項は、本日（平成 19 年 10 月

29 日）公表の「業績予想（非連結）の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．経営成績 
(1)経営成績に関する分析 

 当中間会計期間における我が国経済は、原油や原材料価格が高騰し、また、世界的な株価の急落や為替の大き

な変動など、先行きの経済に与える影響が懸念されました。しかしながら、堅調な企業収益を背景とした設備投

資や雇用環境の改善を軸として緩やかな回復基調が続いております。 
 当社が関係しております粘着・接着・香料・ラミネート業界におきましては、長引く主原料及び原油価格の高

騰により、軒並み原材料は値上がりし、また、ここにきて一般消費財の値上げも影響するなど、依然として厳し

い状況が続いております。 
 このような状況下において、当社といたしましては、付加価値の高い製品の探求に努め、主力製品の拡販と国

内外での新市場の開拓を推し進めてまいりました。また、さらなる生産効率のアップ、品質保証体制の維持・強

化をはかるとともに、福山工場（広島県福山市）への設備投資を行うなど、全社をあげて内外の競争の激化に対

処しうる企業体質の強化に取り組んでおります。 
 

 各部門の状況は次のとおりであります。 

 

・粘着・接着用樹脂部門 

 ホットメルト接着剤用変性テルペン樹脂及び絶縁テープ用テルペン樹脂がそれぞれ輸出を中心として好調

に推移し、また、ポリスチレン樹脂の品質改良用途、防湿紙用途及びホットメルト接着剤用の水添テルペン樹

脂など全般にわたり好調に推移いたしました。その結果、当部門の売上高は、2,337 百万円（前年同期比 112.5%）、

営業利益は 481 百万円（前年同期比 135.3%）となりました。 

 

・化成品部門 

 合成香料向け原料は活発な市場に支えられ順調に伸展しましたが、電子材料関係の溶剤は国内外ともに伸び

悩み、大幅に減少いたしました。その結果、当部門の売上高は、1,234 百万円（前年同期比 92.0%）、営業利益

は 60 百万円（前年同期比 30.4%）となりました。 

 

・ホットメルト接着剤部門 

 自動車用シーリング用途のホットメルトは順調に推移いたしましたが、当部門の主力製品であります押し出

しコーティング用ホットメルトは若干伸び悩みました。その結果、当部門の売上高は、1,116 百万円（前年同

期比 100.9%）、営業利益は 78 百万円（前年同期比 78.1%）となりました。 

 

・ラミネート品部門 

 当部門の主力製品であります製本向け光沢加工紙用の「ヒロタックⅡ」は、国内外ともに伸び悩み、いずれ

も低迷いたしました。その結果、当部門の売上高は、653 百万円（前年同期比 98.8%）、営業利益は 28 百万円

（前年同期比 41.6%）となりました。 

 

・その他部門 

 水処理機器関連の部品の低迷、さらにラミネート品の転売が販売方針の見直しにより大幅に減少しました。

その結果、当部門の売上高は、138 百万円（前年同期比 47.4%）、営業利益は 12 百万円（前年同期比 181.6%）

となりました。 

 

 以上の結果、当中間会計期間の売上高は、5,481 百万円（前年同期比 100.0％）となり、営業利益は 393 百万

円（前年同期比 87.9％）と減益となり、経常利益は 418 百万円（前年同期比 88.1％）と減益、中間純利益は 250

百万円（前年同期比 85.9％）と減益になりました。 

 

（注）記載金額に消費税等は含まれておりません。 

 

(2)財政状態に関する分析 

・財政状態 

総資産は 20,326 百万円となり前事業年度末に比べ 85 百万円の増加となりました。その主な要因は、流動資

産において受取手形及び売掛金が 313 百万円の減少となりましたが、有形固定資産のうち、機械及び装置 424

百万円の増加等によるものであります。 
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負債は 5,220 百万円となり前事業年度末に比べ 76 百万円の減少となりました。その主な要因は、流動負債の

うち未払法人税等の 52 百万円の減少等によるものであります。 

純資産は 15,105 百万円となり前事業年度末に比べ 162 百万円の増加となりました。その主な要因は、その他

有価証券評価差額金の 24 百万円の減少がありましたが、利益剰余金の 186 百万円の増加等によるものであり

ます。 

・キャッシュ・フロー 

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、営業活動により資金が 933 百万

円の増加となりましたが、投資活動により 583 百万円、財務活動により 55百万円それぞれ減少となりました。

その結果、資金は前事業年度末に比べ 305 百万円の増加となり、当中間会計期間末には 2,748 百万円となり

ました。 

 

（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、税引前中間純利益 418 百万円、減価償却費 347 百万円の計上及び売掛

債権の減少額 313 百万円等がありましたが、法人税等の支払額 224 百万円等があり、933 百万円の収入とな

りました。 

 

（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、有形固定資産の取得による支出が 577 百万円等あり、583 百万円の支出

となりました。 

 

（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、配当金の支払額 63 百万円等があり 55 百万円の支出となりました。 

 

（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（％） 72.7 76.9 76.4 73.8 74.3

時価ベースの自己資本比率

（％） 
45.6 55.8 60.3 52.1 41.9

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
－ － 1.5 － 1.4

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 
－ － 136.5 － 129.7

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い 

   (注)１．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

     ２．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

     ３．有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）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。 

 

(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最重要政策として位置付けており、化学品業界における急速な技術革

新に対応した積極的な設備投資・研究開発投資を行い新製品・新技術の開発・量産化に努め会社の競争力を維持・

強化するとともに、適正な配当の継続を根幹としております。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

当中間期の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり６円の配当を実施することを決定いたしました。 

内部留保資金につきましては、生産設備投資、研究開発活動の充実など、将来、事業拡大のための資金需要に

備え、経営体質の充実強化に有効活用してまいりたいと考えております。 

当社は、「取締役会の決議により、毎年９月 30 日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款

に定めております。 
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(4)事業等のリスク 

最近の有価証券報告書（平成 19 年６月 20 日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

 

２．企業集団の状況 
当社は、子会社及び関連会社がないため、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 

平成 19 年３月期決算短信（平成 19 年４月 26 日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.yschem.co.jp/ir/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

(2)目標とする経営指標 

平成 19 年３月期決算短信（平成 19 年４月 26 日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.yschem.co.jp/ir/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

平成 19 年３月期決算短信（平成 19 年４月 26 日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.yschem.co.jp/ir/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

(4)会社の対処すべき課題 

平成 19 年３月期決算短信（平成 19 年４月 26 日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.yschem.co.jp/ir/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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４．中間財務諸表 
(1)中間貸借対照表 

期 別 

科 目 

 
 

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）

対前中間期比 
前事業年度 
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
(％) 

増減 
（千円） 

金額（千円）
構成比
(％) 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  2,276,900 2,437,497  2,132,665

２ 受取手形 ※４ 885,404 804,252  898,961

３ 売掛金  2,677,473 2,655,544  2,874,215

４ 有価証券  1,411,138 663,163  662,105

５ たな卸資産  3,966,721 4,722,789  4,679,496

６ その他 ※３ 181,622 444,763  562,557

  貸倒引当金  △3,559 △3,459  △3,772

流動資産合計  11,395,702 59.5 11,724,552 57.7 328,849 11,806,229 58.3

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1)建物 ※２ 936,765 1,142,987  1,159,010

(2)機械及び装置 ※２ 935,391 1,468,265  1,043,936

(3)土地 ※２ 3,745,037 3,751,699  3,751,699

(4)その他 ※２ 1,117,935 1,282,344  1,480,415

計  6,735,130 7,645,296 910,166 7,435,062

２ 無形固定資産  50,462 36,970 △13,491 42,477

３ 投資その他の資
産 

   

(1)投資有価証券  898,009 859,722  898,886

(2)繰延税金資産  － 8,805  －

(3)その他  80,068 64,837  72,223

   貸倒引当金  △13,816 △13,816  △13,816

計  964,261 919,548 △44,713 957,293

固定資産合計  7,749,854 40.5 8,601,815 42.3 851,961 8,434,834 41.7

資産合計  19,145,557 100.0 20,326,367 100.0 1,180,810 20,241,064 100.0
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期 別 

科 目 

 
 

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）

対前中間期比 
前事業年度 
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
(％) 

増減 
（千円） 

金額（千円）
構成比
(％) 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  943,302 834,924  843,705

２ 短期借入金 ※２ 2,063,860 2,149,196  2,155,896

３ 未払法人税等  180,433 171,595  224,416

４ 賞与引当金  151,669 161,941  164,537

５ その他 ※３ 753,597 978,011  997,373

流動負債合計  4,092,862 21.4 4,295,668 21.1 202,806 4,385,927 21.7

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 17,500 498,773  483,371

２ 退職給付引当金  181,674 191,220  188,869

３ 役員退職慰労引当
金 

 208,737 234,735  221,456

４ 繰延税金負債  28,896 －  17,595

固定負債合計  436,808 2.3 924,729 4.6 487,921 911,292 4.5

負債合計  4,529,670 23.7 5,220,398 25.7 690,727 5,297,220 26.2

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  1,789,567 9.3 1,789,567 8.8 － 1,789,567 8.8

２ 資本剰余金    

(1)資本準備金  1,728,997 1,728,997  1,728,997

(2)その他資本剰余
金 

   

自己株式処分差
益 

 2 16  2

資本剰余金合計  1,729,000 9.0 1,729,013 8.5 13 1,729,000 8.5

３ 利益剰余金    

(1)利益準備金  138,000 138,000  138,000

(2)その他利益剰余
金 

   

特別償却準備
金 

 28,790 15,945  28,790

別途積立金  10,497,000 11,057,000  10,497,000

繰越利益剰余
金 

 302,099 268,112  628,475

利益剰余金合計  10,965,889 57.3 11,479,058 56.5 513,169 11,292,266 55.8

４ 自己株式  △136,148 △0.7 △136,350 △0.7 △202 △136,186 △0.6

株主資本合計  14,348,308 74.9 14,861,289 73.1 512,980 14,674,647 72.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券
評価差額金 

 267,577 244,680  269,197

評価・換算差額等
計 

 267,577 1.4 244,680 1.2 △22,897 269,197 1.3

純資産合計  14,615,886 76.3 15,105,969 74.3 490,082 14,943,844 73.8

負債及び純資産合
計 

 19,145,557 100.0 20,326,367 100.0 1,180,810 20,241,064 100.0
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(2)中間損益計算書 

期 別 

科 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) 

対前中間期比 

前事業年度 
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） 
構成比
(％) 

金額（千円）
構成比
(％) 

増減 
（千円） 

金額（千円）
構成比
(％) 

Ⅰ 売上高  5,479,935 100.0 5,481,100 100.0 1,164 11,357,691 100.0

Ⅱ 売上原価  3,968,597 72.4 4,022,950 73.4 54,353 8,192,312 72.1

売上総利益  1,511,338 27.6 1,458,149 26.6 △53,188 3,165,378 27.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,063,595 19.4 1,064,567 19.4 971 2,168,910 19.1

営業利益  447,742 8.2 393,582 7.2 △54,160 996,468 8.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ 40,563 0.7 48,454 0.8 7,891 92,008 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２ 13,015 0.2 23,170 0.4 10,154 31,100 0.3

経常利益  475,290 8.7 418,866 7.6 △56,423 1,057,376 9.3

Ⅵ 特別利益 ※３ － － 313 0.0 313 76,650 0.7

Ⅶ 特別損失 ※４ 1,460 0.1 462 0.0 △998 3,030 0.0

税引前中間(当期)
純利益 

 473,829 8.6 418,716 7.6 △55,112 1,130,996 10.0

法人税、住民税及
び事業税 

 174,914 3.2 171,528 3.1 △3,386 463,543 4.1

法人税等調整額  7,106 0.1 △3,477 △0.1 △10,584 △14,605 △0.1

中間(当期)純利益  291,807 5.3 250,665 4.6 △41,142 682,058 6.0
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他
資本剰
余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備
金 自己株

式処分
差益 

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 

自己株式
株主資本
合計 

平成18年３月31日 
残高（千円） 

1,789,567 1,728,997 2 1,729,000 138,000 41,635 9,477,000 1,101,120 10,757,756 △136,028 14,140,295

中間会計期間中の
変動額 

    

特別償却準備金
の取崩し(注) 

   △12,844 12,844 － －

別途積立金の積
立て(注) 

   1,020,000 △1,020,000 － －

剰余金の配当
(注) 

   △63,874 △63,874 △63,874

役員賞与(注)    △19,800 △19,800 △19,800

中間純利益    291,807 291,807 291,807

自己株式の取得     △119 △119

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）

－ － － － － △12,844 1,020,000 △799,021 208,133 △119 208,013

平成18年９月30日 
残高（千円） 

1,789,567 1,728,997 2 1,729,000 138,000 28,790 10,497,000 302,099 10,965,889 △136,148 14,348,308

     

 
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３月31日 
残高（千円） 

330,903 330,903 14,471,198

中間会計期間中の
変動額 

 

特別償却準備金
の取崩し(注) 

 －

別途積立金の積
立て(注) 

 －

剰余金の配当
(注) 

 △63,874

役員賞与(注)  △19,800

中間純利益  291,807

自己株式の取得  △119

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
（純額） 

△63,325 △63,325 △63,325

中間会計期間中の
変動額合計（千円）

△63,325 △63,325 144,688

平成18年９月30日 
残高（千円） 

267,577 267,577 14,615,886

  

（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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他
資本剰
余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備
金 自己株

式処分
差益 

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 

自己株式
株主資本
合計 

平成19年３月31日 
残高（千円） 

1,789,567 1,728,997 2 1,729,000 138,000 28,790 10,497,000 628,475 11,292,266 △136,186 14,674,647

中間会計期間中の
変動額 

    

特別償却準備金
の取崩し 

   △12,844 12,844 － －

別途積立金の積
立て 

   560,000 △560,000 － －

剰余金の配当    △63,873 △63,873 △63,873

中間純利益    250,665 250,665 250,665

自己株式の取得     △212 △212

自己株式の処分   13 13  48 62

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）

－ － 13 13 － △12,844 560,000 △360,362 186,792 △164 186,641

平成19年９月30日 
残高（千円） 

1,789,567 1,728,997 16 1,729,013 138,000 15,945 11,057,000 268,112 11,479,058 △136,350 14,861,289

     

 
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19年３月31日 
残高（千円） 

269,197 269,197 14,943,844

中間会計期間中の
変動額 

 

特別償却準備金
の取崩し 

 －

別途積立金の積
立て 

 －

剰余金の配当  △63,873

中間純利益  250,665

自己株式の取得  △212

自己株式の処分  62

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
（純額） 

△24,517 △24,517 △24,517

中間会計期間中の
変動額合計（千円）

△24,517 △24,517 162,124

平成19年９月30日 
残高（千円） 

244,680 244,680 15,105,969
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他
資本剰
余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備
金 自己株

式処分
差益 

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 

自己株式
株主資本
合計 

平成18年３月31日 
残高（千円） 

1,789,567 1,728,997 2 1,729,000 138,000 41,635 9,477,000 1,101,120 10,757,756 △136,028 14,140,296

事業年度中の変動
額 

    

特別償却準備金
の取崩し(注) 

   △12,844 12,844 － －

別途積立金の積
立て(注) 

   1,020,000 △1,020,000 － －

剰余金の配当
(注) 

   △63,874 △63,874 △63,874

剰余金の配当    △63,873 △63,873 △63,873

役員賞与(注)    △19,800 △19,800 △19,800

当期純利益    682,058 682,058 682,058

自己株式の取得     △158 △158

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） 

－ － － － － △12,844 1,020,000 △472,645 534,510 △158 534,351

平成19年３月31日 
残高（千円） 

1,789,567 1,728,997 2 1,729,000 138,000 28,790 10,497,000 628,475 11,292,266 △136,186 14,674,647

     

 
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３月31日 
残高（千円） 

330,903 330,903 14,471,198

事業年度中の変動
額 

 

特別償却準備金
の取崩し(注) 

 －

別途積立金の積
立て(注) 

 －

剰余金の配当
(注) 

 △63,874

剰余金の配当  △63,873

役員賞与(注)  △19,800

当期純利益  682,058

自己株式の取得  △158

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額（純
額） 

△61,705 △61,705 △61,705

事業年度中の変動
額合計（千円） 

△61,705 △61,705 472,645

平成19年３月31日 
残高（千円） 

269,197 269,197 14,943,844

  

（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 

期 別 

科 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)

対前中間期比

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） 
増減 
（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 

 473,829 418,716 1,130,996 

減価償却費  250,249 347,954 545,282 

貸倒引当金の増加額又
は減少額（△） 

 1,142 △313 1,355 

退職給付引当金の増加
額 

 4,430 2,351 11,624 

役員退職慰労引当金の
増加額又は減少額（△） 

 △12,650 13,279 68 

賞与引当金の増加額又
は減少額（△） 

 9,096 △2,596 21,964 

受取利息及び受取配当
金 

 △17,383 △10,487 △24,170 

支払利息  5,448 14,393 15,124 

投資有価証券売却益  － － △76,067 

為替差益  △4,344 △10,900 △15,966 

有形固定資産売却益  － － △583 

有形固定資産処分損  1,460 462 3,030 

売上債権の増加額（△）
又は減少額 

 △186,587 313,379 △396,885 

たな卸資産の増加額
（△）又は減少額 

 34,563 △43,293 △678,211 

前渡金の増加額(△)又
は減少額 

 1,872 139,037 △377,356 

その他流動資産の増加
額 

 △73,540 △26,848 △65,402 

保険積立金の増加額
（△）又は減少額 

 3,342 △95 3,265 

その他投資等の増加額
（△）又は減少額 

 △25,011 4,919 △21,246 

仕入債務の増加額又は
減少額（△） 

 26,136 △8,780 △73,460 

未払消費税等の増加額
又は減少額（△） 

 6,582 － △3,238 

その他流動負債の増加
額 

 54,983 10,518 9,417 

役員賞与の支払額  △19,800 － △19,800 

小計  533,819 1,161,699 627,879 △10,259 

利息及び配当金の受取
額 

 18,019 10,444 24,780 

利息の支払額  △5,407 △14,546 △14,280 

法人税等の支払額  △313,591 △224,348 △558,237 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 232,839 933,247 700,408 △557,997 
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期 別 

科 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)

対前中間期比

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） 
増減 
（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 

 △872,669 △250,063 △1,638,619 

定期預金の払出による
収入 

 872,638 249,907 2,261,349 

有価証券の取得による
支出 

 △10,969 △10,980 △100,328 

有価証券の売却による
収入 

 10,964 10,969 100,279 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △219,028 △577,431 △905,725 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 － － 1,550 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △8,517 △3,650 △9,432 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △21,259 △22,065 △24,580 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 5,387 20,094 86,616 

貸付金の回収による収
入 

 3,600 － 3,600 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △239,853 △583,220 △343,367 △225,290 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

長期借入金の借入によ
る収入 

 30,000 100,000 630,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △32,160 △91,298 △74,253 

自己株式の純増加額  △119 △150 △158 

配当金の支払額  △63,661 △63,756 △127,429 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △65,941 △55,205 10,736 428,159 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 4,344 10,900 6,555 15,966 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額又は減少額（△） 

 △68,611 305,722 374,333 △339,161 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 2,781,645 2,442,484 △339,161 2,781,645 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 2,713,034 2,748,206 35,171 2,442,484 
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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 

 

(1)有価証券 

 

(1)有価証券 

 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定) 

 時価のないもの 

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)デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

(2)   ───── 

 

(2)デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

 (3)たな卸資産 

商品、製品、原材料及び仕掛

品 

月次総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 

(3)たな卸資産 

同左 

(3)たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(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      31年、38年

機械及び装置   ７～９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 

 定額法を採用しております。

なお、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)に基づいており

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） 

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

貸倒実績率による計算額を、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 

 従業員に支給する賞与に充て

るため、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。 

 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(10年)によ

る定率法により、それぞれ発生

の翌事業年度から費用処理する

こととしております。 

 また、過去勤務債務は、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

よる定額法により費用処理して

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(10年)によ

る定率法により、それぞれ発生

の翌事業年度から費用処理する

こととしております。 

 また、過去勤務債務は、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

よる定額法により費用処理して

おります。 

 (4)役員退職慰労引当金 

 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。

(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。 

４ 重要な外貨資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

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

現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

以内に満期日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 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

同左 同左 
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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） 

───── （有形固定資産の減価償却の方法） 

 法人税法の改正（「所得税法の一部を改正

する法律平成19年３月30日 法律第６号」及

び「法人税法施行例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、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基づく方法

に変更しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益は、それぞれ13,597千円減少して

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） 

 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。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

 なお、これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は14,615,886千円であります。 

 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、中間財務諸表等規則

の改正に伴い、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。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

 なお、これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は14,943,844千円であります。 

 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、財務諸表等規則の改正に伴い、

改正後の財務諸表等規則により作成しており

ます。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

 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。 

 これにより営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益は、それぞれ8,800千円減少してお

ります。 

───── 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

 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。 

 これにより営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益は、それぞれ17,600千円減少して

おります。 
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追加情報 

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） 

───── （有形固定資産の減価償却の方法） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年度の翌事業

年度より取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却額に含めて計上しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益は、それぞれ38,092千円減少して

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 

11,575,705千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

12,148,487千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

11,821,362千円

※２ 担保提供資産及び対応債務 ※２ 担保提供資産及び対応債務 ※２ 担保提供資産及び対応債務 
  

担保提供資産  

建物 160,180千円 

機械及び装置 318,989千円 

土地 929,653千円 

その他 185,933千円 

計 1,594,756千円 

上記のうち、工場財団設定分 

建物 160,180千円 

機械及び装置 318,989千円 

土地 929,653千円 

その他 185,933千円 

計 1,594,756千円 

上記の担保提供資産に対応する債務 

 －千円 

このうちの工場財団抵当による対応債
務の内訳 

 －千円 
  

  
担保提供資産 

建物 147,358千円

機械及び装置 273,158千円

土地 929,653千円

その他 162,117千円

計 1,512,287千円

上記のうち、工場財団設定分 

建物 147,358千円

機械及び装置 273,158千円

土地 929,653千円

その他 162,117千円

計 1,512,287千円

上記の担保提供資産に対応する債務

短期借入金 119,196千円

長期借入金 411,273千円

このうちの工場財団抵当による対応債
務の内訳 

短期借入金 119,196千円

長期借入金 411,273千円
  

  
担保提供資産 

建物 153,989千円

機械及び装置 306,681千円

土地 929,653千円

その他 174,272千円

計 1,564,597千円

上記のうち、工場財団設定分 

建物 153,989千円

機械及び装置 306,681千円

土地 929,653千円

その他 174,272千円

計 1,564,597千円

上記の担保提供資産に対応する債務

短期借入金 119,196千円

長期借入金 470,871千円

このうちの工場財団抵当による対応債
務の内訳 

短期借入金 119,196千円

長期借入金 470,871千円
  

※３ 消費税等の処理方法 

 仮払消費税等と仮受消費税等は相殺の

うえ流動負債の「その他」に含めて表示

しております。 

※３ 消費税等の処理方法 

 仮払消費税等と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。 

※３     ───── 

※４ 中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中間期末

日満期手形が中間期末残高に含まれてお

ります。 

  受取手形    83,625千円 

※４ 中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中間期末

日満期手形が中間期末残高に含まれてお

ります。 

  受取手形    83,036千円 

※４ 期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をし

ております。なお、当期末日が金融機

関の休日であったため、次の期末日満

期手形が期末残高に含まれておりま

す。 

  受取手形    114,628千円 
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（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 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 
  

受取利息 3,429千円 

受取配当金 13,953千円 

為替差益 4,344千円 
  

  
受取利息 3,942千円

受取配当金 6,545千円

為替差益 10,900千円
  

  
受取利息 5,449千円

受取配当金 18,720千円

為替差益 15,966千円
  

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 
  

支払利息 5,448千円 
  

  
支払利息 14,393千円

  

  
支払利息 15,124千円

  
※３     ───── ※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 
 

  
  

 
貸倒引当金戻入益 313千円

  

 
投資有価証券売却益 76,067千円

  
※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 
 

固定資産処分損 1,460千円 
  

 
固定資産処分損 462千円

  

 
固定資産処分損 3,030千円

  
 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 
  

有形固定資産 238,626千円 

無形固定資産 8,746千円 
  

  
有形固定資産 336,234千円

無形固定資産 9,157千円
  

 
有形固定資産 520,602千円

無形固定資産 17,645千円
  

 
（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 

 
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 10,839,663 － － 10,839,663 

合計 10,839,663 － － 10,839,663 

自己株式     

普通株式 193,938 124 － 194,062 

合計 193,938 124 － 194,062 

（注）普通株式の自己株式の増加 124 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．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20日 
定時株主総会 

普通株式 63,874 6.00 平成18年３月31日 平成18年６月20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中間会計期間末後となるもの 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年10月27日 
取締役会 

普通株式 63,873 利益剰余金 6.00 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 

 
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 10,839,663 － － 10,839,663 

合計 10,839,663 － － 10,839,663 

自己株式     

普通株式 194,102 250 64 194,288 

合計 194,102 250 64 194,288 

（注）１．普通株式の自己株式の増加 250 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

   ２．普通株式の自己株式の減少 64 株は、単元未満株式の買い増しによる減少であります。 

 

２．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19日 
定時株主総会 

普通株式 63,873 6.00 平成19年３月31日 平成19年６月20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中間会計期間末後となるもの 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

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10月29日 
取締役会 

普通株式 63,872 利益剰余金 6.00 平成19年９月30日 平成19年11月30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 

 
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 10,839,663 － － 10,839,663 

合計 10,839,663 － － 10,839,663 

自己株式     

普通株式 193,938 164 － 194,102 

合計 193,938 164 － 194,102 

（注）普通株式の自己株式の増加 164 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．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20日 
定時株主総会 

普通株式 63,874 6.00 平成18年３月31日 平成18年６月20日

平成18年10月27日 
取締役会 

普通株式 63,873 6.00 平成18年９月30日 平成18年12月１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
（千円） 

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６月19日 
定時株主総会 

普通株式 63,873 利益剰余金 6.00 平成19年３月31日 平成19年６月20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 

※ 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 

※ 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９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日）
 
現金及び預金勘定 2,276,900千円 

有価証券勘定 1,411,138千円 

計 3,688,038千円 

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△874,719千円 

債券及びリスクを伴う投
資信託 

△100,284千円 

現金及び現金同等物 2,713,034千円 
  

 
現金及び預金勘定 2,437,497千円

有価証券勘定 663,163千円

計 3,100,660千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△252,114千円

債券及びリスクを伴う投
資信託 

△100,339千円

現金及び現金同等物 2,748,206千円
  

 
現金及び預金勘定 2,132,665千円

有価証券勘定 662,105千円

計 2,794,771千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△251,958千円

債券及びリスクを伴う投
資信託 

△100,328千円

現金及び現金同等物 2,442,484千円
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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） 

(1)株式 416,540 865,241 448,700 

(2)債券    

社債 － － － 

(3)その他 19,588 19,844 255 

合計 436,129 885,085 448,956 

 （注） 取得原価は減損処理後の帳簿価額であり、当中間会計期間においては該当する銘柄がないため減損処理は

行っておりません。 

なお、減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には定量的な回復可能性の判断を行い、必要と認められ

た額について減損処理を行っております。 

 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

非上場株式 7,972 

割引金融債 100,284 

フリーファイナンシャルファンド 1,068,477 

マネーマネジメントファンド 242,376 

投資事業組合出資金 4,951 
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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） 

(1)株式 419,911 830,628 410,717 

(2)債券    

社債 － － － 

(3)その他 19,748 19,568 △180 

合計 439,659 850,196 410,537 

 （注） 取得原価は減損処理後の帳簿価額であり、当中間会計期間においては該当する銘柄がないため減損処理は

行っておりません。 

なお、減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には定量的な回復可能性の判断を行い、必要と認められ

た額について減損処理を行っております。 

 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

非上場株式 6,972 

割引金融債 100,339 

フリーファイナンシャルファンド 319,661 

マネーマネジメントファンド 243,161 

投資事業組合出資金 2,552 
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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） 

(1)株式 418,113 868,345 450,231 

(2)債券    

社債 － － － 

(3)その他 19,588 21,030 1,441 

合計 437,702 889,375 451,673 

 （注） 取得原価は減損処理後の帳簿価額であり、当事業年度においては該当する銘柄がないため減損処理は行っ

ておりません。 

なお、減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には定量的な回復可能性の判断を行い、必要と認められた額

について減損処理を行っております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

非上場株式 6,972 

割引金融債 100,328 

フリーファイナンシャルファンド 319,080 

マネーマネジメントファンド 242,696 

投資事業組合出資金 2,539 

 

（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） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

通貨 為替予約取引 117,852 113,091 △4,760 

 

当中間会計期間末（平成 19 年９月 30 日） 

 当中間会計期間末におけるデリバティブ取引等の契約はありません。 

 
前事業年度末（平成 19 年３月 31 日） 

 当事業年度末におけるデリバティブ取引等の契約はありません。 
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（持分法損益等） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度においては、関連会社が存在しないため、該当事項はあ

りません。 

 

（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 1,372.95円 

１株当たり中間純利益 27.41円 

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

－円 

  

  

１株当たり純資産額 1,419.02円

１株当たり中間純利益 23.55円

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

－円

  

  

１株当たり純資産額 1,403.76円

１株当たり当期純利益 64.07円

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

－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。 

同左  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）１．１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、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株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 291,807 250,665 682,058 

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） 

291,807 250,665 682,058 

普通株式の期中平均株式数（株） 10,645,661 10,645,520 10,645,621 

 （注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間末 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

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

前事業年度末 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 14,615,886 15,105,969 14,943,844 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る期末純資産額（千円） 14,615,886 15,105,969 14,943,844 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た期末普通株式の数（株） 
10,645,601 10,645,375 10,645,561 

 
 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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(5)その他 
 第 50 期（平成 19 年４月１日から平成 20 年３月 31 日まで）中間配当については、平成 19 年 10 月 29 日

開催の取締役会において、平成 19年９月 30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、

次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

① 中間配当による配当金の総額       63,872 千円 

② １株当たりの金額            6 円 00 銭 

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成 19 年 11 月 30 日 
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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事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

粘着・接着用樹脂部門 2,513,883 113.6 

化成品部門 1,288,725 93.0 

ホットメルト接着剤部門 1,360,141 95.3 

ラミネート品部門 631,653 91.4 

合計 5,794,403 101.2 

 （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)商品仕入実績 

 当中間会計期間における商品仕入実績は 112,777 千円でありましたが、仕入品目が多岐にわたり、事業部門

別に分類することが困難であるため記載を省略しております。 

 なお、金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3)受注状況 

 当社は主として見込生産によっているため、該当事項はありません。 

 

(4)販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 金額(千円) 前年同期比(％) 

粘着・接着用樹脂部門 2,337,832 112.5 

化成品部門 1,234,879 92.0 

ホットメルト接着剤部門 1,116,502 100.9 

ラミネート品部門 653,628 98.8 

その他部門 138,256 47.4 

合計 5,481,100 100.0 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 前中間会計期間及び当中間会計期間の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。 

なお、（ ）内は総販売実績に対する輸出販売高の割合であります。 

 
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） 

 

輸出先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 東南アジア 665,266 63.2 697,454 60.7 

 欧州 216,063 20.5 264,398 23.0 

 北米 139,781 13.3 162,314 14.1 

 その他 31,094 3.0 25,416 2.2 

 合計 
1,052,205 
（19.2％）

100.0 
1,149,584 
（21.0％）

100.0 

 


