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平成20年３月期 中間決算短信（非連結）   

平成19年11月７日 
                                          
上 場 会 社 名 株式会社かわでん        上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号 ６６４８            ＵＲＬ http://www.kawaden.co.jp/ 
代  表  者（役職名）代表取締役社長（氏名）西谷 賢 
問合せ先責任者（役職名）取締役常務執行役員経営管理本部長（氏名）光藤 淳一 ＴＥＬ (03)5714―4301 
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12月10日 
 

（百万円未満切捨て） 
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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円   ％ 
7,494    14.2  
6,561     5.1  

百万円   ％ 
567    31.1  
432    19.6  

百万円   ％ 
550    34.0  
410    18.7  

百万円   ％ 
279     7.5  
260   △22.0  

19年３月期 14,255     7.2  954    33.5  903    32.5  555   △41.5  

 
 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 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円 銭 
8,756 35  
8,180 29  

円 銭 
8,700 83  
8,051 85  

19年３月期 17,143 67  17,043 14  

（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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
12,099    
10,704    

百万円 
6,704    
6,572    

％ 
55.4  
61.4  

円 銭 
209,646 79  
197,885 07  

19年３月期 11,307    6,517    57.6  203,905 66  

(参考) 自己資本 19年９月中間期 6,704百万円  18年９月中間期 6,572百万円  19年３月期 6,517百万円 

 
（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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
1,199    
2,012    

百万円 
△262    
△298    

百万円 
△211    
△446    

百万円 
2,674    
2,243    

19年３月期 2,405    △735    △697    1,948    
 
 
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 

 
19年３月期 

円 銭 
－ 

円 銭 
2,500 00  

円 銭 
－ 

円 銭 
2,500 00  

円 銭 
5,000 00  

20年３月期 0 00  2,500 00  － － 

20年３月期（予想） － － 0 00  2,500 00  
5,000 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 15,000   5.2  1,000   4.8  980   8.4  580   4.5  18,137 47  
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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、15ページ「中間財務諸表作成の基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）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41,920株 18年９月中間期41,920株 19年３月期41,920株 
② 期末自己株式数         19年９月中間期 9,942株 18年９月中間期 8,705株 19年３月期 9,958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、28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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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大きく異なる可能性があ
ります。なお、平成19年７月26日付の「平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結）」によ
り公表いたしました平成20年３月期（平成19年４月１日～平成20年３月31日）の業績予想を修正しており
ます。当該予想数値の修正に関する事項、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 
 当中間会計期間におけるわが国経済は、高水準で推移している企業収益を背景とした設備投資の増加や
雇用環境の改善などにより、景気は緩やかに拡大しております。 
 当業界におきましては、高水準の企業収益に伴い、民間設備投資は増加しておりますが、一方で公共投
資は依然として減少基調が続いております。また銅をはじめとした素材価格の高騰が長期化していること
に加え、企業間の受注・価格競争も続いており、当社を取り巻く環境は依然厳しい状態で推移しておりま
す。 
 このような厳しい状況下で、当社は全社員一丸となり、更なる品質の向上と納期厳守、及び緊急連絡体
制の充実も含め、顧客満足を最優先に全力を傾注し営業活動を展開してまいりました。この結果、売上高
は7,494百万円（前年同期比14.2%増）となりました。 
 利益につきましては、原材料価格の上昇があったものの、売上高が前年同期比933百万円上昇したことと、
徹底したコスト低減と経費節減を行い、合理化を推し進めた結果、営業利益は567百万円（前年同期比31.1%
増）、経常利益は550百万円（前年同期比34.0%増）となりましたが、減損損失等による特別損失の計上に
より中間純利益は279百万円（前年同期比7.5%増）となりました。 
・通期の見通し 
 わが国経済は、今後も緩やかな拡大を続けることが予想されています。民間設備投資の増加は続いてお
りますが、公共投資の減少基調が続いていること、企業間の受注・価格競争が一層激しくなっていること
から、配電制御設備業界では厳しい状況が続くものと予想されます。 
その中で当社は 
●効率的生産技術を進展させ、品質、納期への対応の面で他社に比べて競争優位性を増大させる。 
●顧客満足度120％達成を経営目標とし、お客様中心主義を徹底する。 
●生産コストの低減、生産効率の向上を目指し全部門で平準化を目指す。 
 当社の優位性を一層強化し、平準化により生産コストの低減を図ることに傾注してまいります。 
 通期の業績見通しにつきましては、平成19年７月26日に公表いたしました予想について、中間期の実績
を踏まえて見直しを行い、売上高15,000百万円（前期比5.2%増）、営業利益1,000百万円（4.8%増）、経常
利益980百万円（8.4%増）、当期純利益580百万円（4.5%増）を見込んでおります。 
 
(2) 財政状態に関する分析 
①資産、負債及び純資産の状況 
（流動資産） 
 売掛金393百万円の減少、棚卸資産70百万円の減少があったものの、現金及び預金726百万円の増加及び
繰延税金資産268百万円の増加により、流動資産合計は前事業年度末比621百万円（7.8%）増加し、8,569
百万円となりました。 
 
（固定資産） 
 九州工場における板金工場棟建設により建物235百万円増加（うち前期の建設仮勘定からの振替100百万
円）、機械装置101百万円増加し、固定資産合計は前事業年度末比169百万円（5.1%）増加し、3,529百万円
となりました。 
 
（流動負債） 
 未払金の増加463百万円、未払法人税等の増加212百万円などにより前事業年度末比806百万円（21.4%）
増加し、4,568百万円となりました。 
 
（固定負債） 
 長期借入金が１年以内返済分振替により193百万円減少し、固定負債合計は前事業年度末比201百万円
（19.6%）減少し、826百万円となりました。 
 
（純資産） 
 平成19年６月定時株主総会決議による配当で利益剰余金79百万円の減少があったものの、中間純利益279
百万円の計上により、利益剰余金が200百万円増加し、この結果純資産は前事業年度末比186百万円（2.9%）
増加し、6,704百万円となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 
 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、投資活動によるキャッシュ・
フローで262百万円、財務活動によるキャッシュ・フローで211百万円の資金の減少があったものの営業活
動によるキャッシュ・フローで1,199百万円の資金の増加があり、前事業年度末に比べ726百万円（37.3%）
増加し、当中間会計期間末には2,674百万円となりました。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当中間会計期間における営業活動による資金の増加は1,199百万円となりました。これは税引前中間純利
益496百万円、売上債権の減少額295百万円及びその他負債の増加447百万円によるものであります。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当中間会計期間における投資活動による資金の減少は262百万円となりました。これは主に九州工場での
板金工場棟建設により、有形固定資産取得による支出251百万円によるものであります。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 当中間会計期間における財務活動による資金の減少は211百万円となりました。これは長期借入金の返済
による支出133百万円及び配当金の支払額79百万円等があったためであります。 
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 

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（％） 71.8 61.3 57.6 55.4 
時価ベースの自己資本比率
（％） 

75.6 59.0 46.9 40.7 

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％） 

3.0 2.4 0.5 0.5 

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍） 

6.6 18.7 53.2 42.0 

※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 
１．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総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。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 
 当社は株主への利益還元を重要な経営課題の一つに掲げており、将来の事業展開と経営体質の強化のた
めに必要な内部留保を確保しつつ、利益に応じた配当を実施していくことを基本方針としていく所存であ
ります。 
 当期の配当につきましては、中間配当として１株当たり2,500円を実施し、期末配当2,500円として年間
5,000円を予定しております。 
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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29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 
 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ております。 
 
３．経営方針 
(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 中長期的な会社の経営戦略、(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５月９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からご覧頂くことができます。 
 （当社ホームページ） 
 http://www.kawaden.co.jp/ 
 （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 
 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 
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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（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金 ※2 2,343   2,774   2,048   

２ 受取手形 ※7 1,122   1,393   1,322   

３ 売掛金  2,114   2,106   2,500   

４ 棚卸資産  1,753   1,758   1,829   

５ 繰延税金資産  138   486   218   

６ その他  47   50   30   

貸倒引当金  △1   △1   △1   

流動資産合計   7,518 70.2  8,569 70.8  7,947 70.3 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※1,3          

(1）建物・構築物 ※2 1,319   1,534   1,294   

(2）土地 ※2 645   619   645   

(3）その他  733   815   830   

有形固定資産合計  2,698   2,970   2,771   

２ 無形固定資産  165   150   158   

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券  159   239   255   

(2）その他  213   173   178   

貸倒引当金  △50   △3   △3   

投資その他の資産
合計  322   409   430   

固定資産合計   3,185 29.8  3,529 29.2  3,360 29.7 

資産合計   10,704 100.0  12,099 100.0  11,307 100.0 
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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（百万円） 

構成比 
（％） 金額（百万円） 

構成比 
（％） 金額（百万円） 

構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金  1,328   1,464   1,496   

２ 短期借入金 ※2 705   700   700   

３ 1年以内に返済予定
の長期借入金 ※2 199   333   273   

４ 未払法人税等  24   506   294   

５ 賞与引当金  250   288   242   

６ 役員賞与引当金  20   －   －   

７ 未払金  －   881   417   

８ その他 ※3,6 606   394   337   

流動負債合計   3,134 29.3  4,568 37.8  3,761 33.3 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※2 361   195   388   

２ 退職給付引当金  622   630   629   

３ その他  12   0   10   

固定負債合計   997 9.3  826 6.8  1,028 9.1 

負債合計   4,131 38.6  5,395 44.6  4,790 42.4 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   2,124 19.8  2,124 17.6 2,124 18.8 

２ 資本剰余金        

（1）資本準備金  531   531   531 

（2）その他資本剰余金  1,027   949   950 

資本剰余金合計   1,558 14.6  1,481 12.2 1,482 13.1 

３ 利益剰余金        

（1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  4,557   4,969   4,769 

利益剰余金合計   4,557 42.6  4,969 41.1 4,769 42.2 

４ 自己株式   △1,687 △15.8  △1,872 △15.5 △1,875 △16.6 

５ 自己株式申込証拠金   － －  － － 0 0.0 

株主資本合計   6,553 61.2  6,702 55.4 6,501 57.5 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証券評
価差額金   18 0.2  1 0.0 15 0.1 

評価・換算差額等合計   18 0.2  1 0.0 15 0.1 

純資産合計   6,572 61.4  6,704 55.4 6,517 57.6 

負債純資産合計   10,704 100.0  12,099 100.0 11,307 100.0 
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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（百万円） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   6,561 100.0  7,494 100.0  14,255 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,914 74.9  5,350 71.4  10,467 73.4 

売上総利益   1,646 25.1  2,144 28.6  3,788 26.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,213 18.5  1,576 21.0  2,834 19.9 

営業利益   432 6.6  567 7.6  954 6.7 

Ⅳ 営業外収益   18 0.3  22 0.2  32 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※１  40 0.6  39 0.5  82 0.6 

経常利益   410 6.3  550 7.3  903 6.3 

Ⅵ 特別利益   6 0.0  0 0.0  11 0.1 

Ⅶ 特別損失   2 0.0  54 0.7  18 0.1 

税引前中間（当期）
純利益 

  414 6.3  496 6.6  897 6.3 

法人税、住民税及び
事業税   12 0.2  485 6.5  280 2.0 

法人税等調整額   142 2.1  △268 △3.6  62 0.4 

中間（当期）純利益   260 4.0  279 3.7  555 3.9 
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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 
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 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
（百万円） 

2,123 894 768 1,662 4,483 4,483 △1,672 6,597 

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 0 0  0    1 

資本準備金の取崩（注）1  △363 363 －    － 

剰余金の配当（注）2     △167 △167  △167 

役員賞与（注）2     △19 △19  △19 

中間純利益     260 260  260 

自己株式の取得       △584 △584 

自己株式の処分   △104 △104   569 465 

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（百万円） 0 △362 259 △103 74 74 △14 △43 

平成18年９月30日 残高
（百万円） 2,124 531 1,027 1,558 4,557 4,557 △1,687 6,553 

 

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
（百万円） 

26 26 6,623 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行   1 

資本準備金の取崩（注）1   － 

剰余金の配当（注）2   △167 

役員賞与（注）2   △19 

中間純利益   260 

自己株式の取得   △584 

自己株式の処分   465 

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額
（純額） 

△7 △7 △7 

中間会計期間中の変動額合
計（百万円） △7 △7 △50 

平成18年９月30日 残高
（百万円） 18 18 6,572 

（注）１．平成 18 年６月の定時株主総会における決議によるものであります。 
２．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。 



㈱かわでん（6648）平成20 年３月期中間決算短信（非連結） 

- 10 - 

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 
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 繰越利益

剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

自己株式 
自己株式 
申込証拠金 

株主資本 
合計 

平成19年３月31日 残高
（百万円） 

2,124 531 950 1,482 4,769 4,769 △1,875 0 6,501 

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当     △79 △79    

中間純利益     279 279   279 

自己株式の処分   △1 △1   3 △0 1 

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（百万円） － － △1 △1 200 200 3 △0 201 

平成19年９月30日 残高
（百万円） 

2,124 531 949 1,481 4,969 4,969 △1,872 － 6,702 

 

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
（百万円） 15 15 6,517 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △79 

中間純利益   279 

自己株式の処分   1 

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額
（純額） 

△14 △14 △14 

中間会計期間中の変動額合
計（百万円） 

△14 △14 186 

平成19年９月30日 残高
（百万円） 1 1 6,704 
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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 
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 繰越利益

剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

自己株式 
自己株式 
申込証拠金 

株主資本 
合計 

平成18年３月31日 残高
（百万円） 

2,123 894 768 1,662 4,483 4,483 △1,672 － 6,597 

事業年度中の変動額          

新株の発行 0 0  0     1 

資本準備金の取崩  △363 363 －     － 

剰余金の配当（注）1     △250 △250   △250 

役員賞与（注）2     △19 △19   △19 

当期純利益     555 555   555 

自己株式の取得       △1,008  △1,008 

自己株式の処分   △180 △180   805 0 625 

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
（百万円） 0 △362 182 △179 286 286 △202 0 △95 

平成19年３月31日 残高
（百万円） 2,124 531 950 1,482 4,769 4,769 △1,875 0 6,501 

 

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
（百万円） 

26 26 6,623 

事業年度中の変動額    

新株の発行   1 

資本準備金の取崩   － 

剰余金の配当（注）1   250 

役員賞与（注）2   △19 

当期純利益   555 

自己株式の取得   △1,008 

自己株式の処分   625 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純
額） 

△10 △10 △10 

事業年度中の変動額合計
（百万円） △10 △10 △105 

平成19年３月31日 残高
（百万円） 15 15 6,517 

（注）１．平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分による配当金 167 百万円及び、平成 18 年 11
月の取締役会決議による中間配当 83 百万円であります。 

２．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。 



㈱かわでん（6648）平成20 年３月期中間決算短信（非連結） 

- 12 - 

(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 
(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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

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  414 496 897 

減価償却費  93 114 204 

減損損失  － 54 － 

貸倒引当金の減少額  △0 △0 △47 

退職給付引当金の増
加額  11 1 18 

賞与引当金の増加額  150 45 142 

役員賞与引当金の増
加額  20 － － 

受取利息及び受取配
当金  △0 △3 △2 

受取保険金  △1 △0 △1 

支払利息  22 27 45 

会員権処分益  － △0 － 

投資有価証券評価損  0 － 0 

固定資産除売却損益
（益：△）  △3 0 12 

売上債権の減少額  1,622 295 993 

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  △38 70 △114 

仕入債務の減少額  △268 △31 △100 

未払消費税等の増減
額（減少：△）  37 △2 75 

その他資産の増減額
（増加：△）  △8 △18 59 

その他負債の増加額  26 447 318 

役員賞与支払額  △19 － △19 

小計  2,056 1,496 2,480 
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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 
(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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

利息及び配当金の 
受取額 

 0 3 2 

保険金収入  1 0 1 

利息の支払額  △21 △28 △45 

法人税等の支払額  △24 △272 △33 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー  2,012 1,199 2,405 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー     

有形固定資産の取得
による支出 

 △229 △251 △522 

有形固定資産の売却
による収入 

 5 － 5 

無形固定資産の取得
による支出 

 △8 △5 △22 

投資有価証券の取得
による支出 

 △64 △20 △169 

投資有価証券の払戻
による収入 

 － 11 － 

差入保証金の支払  △0 △0 △0 

差入保証金返還によ
る収入 

 － 1 0 

会員権売却等による
収入 

 － 1 － 

その他の支出  △1 △1 △27 

その他の収入  － 3 － 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △298 △262 △735 
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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 
(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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入金の減少額  △325 － △330 

長期借入金の借入に
よる収入  300 － 500 

長期借入金の返済に
よる支出  △138 △133 △238 

株式の発行による 
収入  1 － 1 

自己株式の取得によ
る支出  △584 － △1,008 

自己株式の処分によ
る収入  465 1 625 

配当金の支払額  △165 △79 △248 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー  △446 △211 △697 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額  1,267 726 972 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 975 1,948 975 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高  2,243 2,674 1,948 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
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）棚卸資産 (1）棚卸資産 (1）棚卸資産 １．資産の評価基準及び評価

方法 製品及び仕掛品 

個別法による原価法 

原材料 

移動平均法による原価法 

同左 同左 

 (2）有価証券 (2）有価証券 (2）有価証券 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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し

ております。） 

同左 決算日の市場価格に基づ

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

均法により算定しており

ます。） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (3)デリバティブ (3)デリバティブ (3)デリバティブ 

 時価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 製造部門に属する建物（建物

附属設備を含む）、構築物及

び機械装置は定額法、それ以

外は定率法であります。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び構築物 ２～65年 

機械及び装置  ２～12年 

工具器具備品  ２～20年 

製造部門に属する建物（建物

附属設備を含む）、構築物及

び機械装置は定額法、それ以

外は定率法であります。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び構築物 ２～50年 

機械及び装置  ２～12年 

工具器具備品  ２～20年 

同左 

 ────── （会計方針の変更） 

 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、改正後の法人税法に基づく

減価償却の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１百万円減少しております。 

 

────── 
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 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） 

 ────── （追加情報） 

 平成19年度の法人税法改正に

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、減価償却費に含めて計

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

利益がそれぞれ８百万円減少して

おります。 

────── 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法 

なお、自社利用のソフトウェ

アは社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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。 

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支出に備え

るため支給見込額に基づき

計上しております。 

同左 同左 

 (3）役員賞与引当金 (3）役員賞与引当金 (3）役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額

の当中間会計期間負担額を計

上しております。 

────── ────── 

 

 （会計方針の変更） 

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20百万円減少してお

ります。 

────── ────── 
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 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） 

 (4）退職給付引当金 (4)退職給付引当金 (4)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

込み額に基づき、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、各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額

法によりそれぞれ発生の翌事

業年度より費用処理しており

ます。 

同左 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

込み額に基づき、計上してお

ります。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額

法によりそれぞれ発生の翌事

業年度より費用処理しており

ます。 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書(キャッシュ・フロ

ー計算書)における資金

の範囲  

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ヵ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ヵ

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。 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる事項 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜き方式によって

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） 

（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。 

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は6,572百万円でありま

す。 

 なお、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。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は6,517百万円であります。 

 なお、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」（企業会計基準委員会 

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、役員賞与については、従来、

利益処分により株主総会決議を経て

未処分利益の減少として処理してお

りましたが、当事業年度より発生時

に費用処理しております。 

 この結果、従来の方法と比べ、営

業利益、経常利益及び税引前当期純

利益はそれぞれ20百万円減少してお

ります。 
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表示方法の変更 

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） 

────── （中間貸借対照表） 

 「未払金」は、前中間会計期間まで、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間

末において負債及び純資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記しました。 

 なお、前中間会計期間末の「未払金」の金額は323百

万円であります。 
 
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 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 

3,782百万円 3,906百万円 3,809百万円 

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の通

りであります。 

担保に供している資産は次の通

りであります。 

担保に供している資産は次の通

りであります。 
 
定期預金 100百万円  

建物   700百万円 （帳簿価額）

土地   364百万円  

計   1,164百万円  
 

 
定期預金 100百万円  

建物   680百万円 （帳簿価額）

土地   364百万円  

計   1,145百万円  
 

 
定期預金 100百万円  

建物   690百万円 （帳簿価額）

土地   364百万円  

計   1,155百万円  
 担保付債務は次のとおりであり

ます。 

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金 300百万円 

長期借入金 561百万円 

(うち1年内返済予定額199百万円) 
 

短期借入金 300百万円 

長期借入金 361百万円 

(うち1年内返済予定額266百万円) 
 

短期借入金 300百万円 

長期借入金 461百万円 

(うち1年内返済予定額206百万円) 
 

※３ 所有権が留保された固定資産 

機械装置 270百万円 （帳簿価額） 

対応債務 未払金87百万円 
 

※３ 所有権が留保された固定資産 

────── 

※３ 所有権が留保された固定資産 

────── 

 ４ 保証債務  ４ 保証債務  ４ 保証債務 

 ㈱カワデンは民事再生法に基づく

別除権付債権があり、担保資産の処

分により弁済できなかった金額の

0.95％を再生債権として弁済するこ

とになっております。 

 当該弁済額については、当社が支

払保証することになっており、金額

は確定しておりませんが、その限度

額は４百万円であります。 

 ㈱カワデンは民事再生法に基づく

別除権付債権があり、担保資産の処

分により弁済できなかった金額の

0.95％を再生債権として弁済するこ

とになっております。 

 当該弁済額については、当社が支

払保証することになっており、金額

は確定しておりませんが、その限度

額は４百万円であります。 

 ㈱カワデンは民事再生法に基づく

別除権付債権があり、担保資産の処

分により弁済できなかった金額の

0.95％を再生債権として弁済するこ

とになっております。 

 当該弁済額については、当社が支

払保証することになっており、金額

は確定しておりませんが、その限度

額は４百万円であります。 
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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） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

 ５ 受取手形裏書譲渡高 

0百万円 

 ５ 受取手形裏書譲渡高 

────── 

 ５ 受取手形裏書譲渡高 

────── 

※６ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が乏

しいため、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※６ 消費税等の取扱い 

同左 

※６ 消費税等の取扱い 

────── 

※７ 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 220百万円 
 

※７ 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 218百万円 
 

※７ 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

しております。なお、当事業年度末

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 165百万円 
 

 
（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 営業外費用の主要項目 ※１ 営業外費用の主要項目 ※１ 営業外費用の主要項目 
 

支払利息 22百万円 
  

 
支払利息 27百万円 

  

 
支払利息 45百万円 

  
２ 減価償却実施額 ２ 減価償却実施額 ２ 減価償却実施額 

 
有形固定資産 71百万円 

無形固定資産 22百万円 
  

 
有形固定資産 96百万円 

無形固定資産 18百万円 
  

 
有形固定資産 160百万円 

無形固定資産 44百万円 
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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 （注）1 41,905 15 － 41,920 

合計 41,905 15 － 41,920 

自己株式     

普通株式 （注）2,3 8,501 3,140 2,936 8,705 

合計 8,501 3,140 2,936 8,705 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加 15 株は、新株予約権の行使によるものであります。 
２．普通株式の自己株式の株式数の増加 3,140 株は、自己株式の取得によるものであります。 
３．普通株式の自己株式の株式数の減少は、新株予約権の行使による減少 286 株、処分による減少 2,650 株で

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 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
新株予約権の内訳 

新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 

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 

当中間会計
期間末残高 
（百万円） 

平成15年３月14日臨時株
主総会決議に基づく新株
予約権（注）1,2 

普通株式 585 － 50 535 － 

平成16年６月18日定時株
主総会決議に基づく新株
予約権（注）1,2 

普通株式 1,000 － 251 749 － 

合計 － 1,585 － 301 1,284 － 

（注）１．新株予約権の減少は、新株予約権の権利行使によるものであります。 
２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

 
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６月29日 
定時株主総会 

普通株式 167 5,000 平成18年３月31日 平成18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 
（百万円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月８日 
取締役会 

普通株式 83 2,500 平成18年９月30日 平成18年12月11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  41,920 － － 41,920 

合計 41,920 － － 41,920 

自己株式     

普通株式  9,958 － 16 9,942 

合計 9,958 － 16 9,942 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の減少は、新株予約権の行使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 
（百万円） 

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 79 2,500 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 
（百万円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年11月７日 
取締役会 

普通株式 79 2,500 平成19年９月30日 平成19年12月10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 （注）1 41,905 15 － 41,920 

合計 41,905 15 － 41,920 

自己株式     

普通株式 （注）2,3 8,501 5,620 4,163 9,958 

合計 8,501 5,620 4,163 9,958 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加 15 株は、新株予約権の行使によるものであります。 
２．普通株式の自己株式の株式数の増加 5,620 株は、自己株式の取得によるものであります。 
３．普通株式の自己株式の株式数の減少は、新株予約権の行使による減少 713 株、処分による減少 3,450 株で

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 
（百万円） 

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 167 5,000 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

平成18年11月８日 
取締役会 

普通株式 83 2,500 平成18年９月30日 平成18年12月11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６月28日 
定時株主総会 

普通株式 79 2,500 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日現在） 

 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日現在） 

 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

在） 

現金及び預金勘定 2,343百万円 

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金 
△100百万円 

現金及び現金同等

物 
2,243百万円 

 

現金及び預金勘定 2,774百万円 

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金 
△100百万円 

現金及び現金同等

物 
2,674百万円 

 

現金及び預金勘定 2,048百万円 

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金 
△100百万円 

現金及び現金同等

物 
1,948百万円 
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（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 

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 

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 

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 

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 

 

減価償
却累計
額相当
額 

 
中間期
末残高
相当額 

  (百万円)  (百万円) (百万円)

機械及び装
置 

 5  2  3 

工具・器具及
び備品 

 31  23  8 

その他  12  9  2 

合計  49  35  14 
 

 

  
取得価
額相当
額 

 

減価償
却累計
額相当
額 

 
中間期
末残高
相当額 

  (百万円)  (百万円) (百万円)

機械及び装
置 

 5  3  1 

工具・器具及
び備品 

 23  20  3 

その他  12  11  0 

合計  41  36  5 
  

 

  
取得価
額相当
額 

 

減価償
却累計
額相当
額 

 
期末残
高相当
額 

  (百万円)  (百万円) (百万円)

機械及び装
置 

 5  3  2 

工具・器具及
び備品 

 23  18  5 

その他  12  10  1 

合計  41  31  9 
  

（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。 

（注）     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等 ② 未経過リース料期末残高相当額 
 

 （百万円） 

１年内 8 

１年超 5 

合計 14 
  

 
 （百万円） 

１年内 4 

１年超 0 

合計 5 
  

 
 （百万円） 

１年内 7 

１年超 2 

合計 9 
  

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、有形固定資産の中間期末残高等

に占めるその割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。 

（注）     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

崩額及び減価償却費相当額 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額及び減価償却費相当額 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額及び減価償却費相当額 
  

 （百万円） 

支払リース料 4 

減価償却費相当額 4 
  

  
 （百万円） 

支払リース料 4 

減価償却費相当額 4 
  

  
 （百万円） 

支払リース料 8 

減価償却費相当額 8 
  

④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 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９月 30 日現在） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（百万円） 

中間貸借対照表計上額 
（百万円） 差額（百万円） 

株式 98 130 31 

合計 98 130 31 

 
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（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 28 

 
当中間会計期間末（平成 19 年９月 30 日現在） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（百万円） 

中間貸借対照表計上額 
（百万円） 差額（百万円） 

株式 166 168 1 

合計 166 168 1 

 
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（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 16 

投資事業組合 54 

 
前事業年度末（平成 19 年３月 31 日現在） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額（百万円） 

株式 166 192 26 

合計 166 192 26 

 
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（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 63 
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（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 日現在） 
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 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

金利 スワップ取引 140 △1 △1 

 
当中間会計期間末（平成 19 年９月 30 日現在） 
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 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

金利 スワップ取引 60 △0 △0 

 
前事業年度末（平成 19 年３月 31 日現在） 
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 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

金利 スワップ取引 80 △0 △0 

 
（ストック・オプション等関係） 
 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）及び前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日）において当
社には、関連会社がありませんので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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（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 197,885円07銭 

１株当たり中間純利益金額 8,180円29銭 

潜在株式調整後１株当たり中
間純利益 8,051円85銭 

 

 

１株当たり純資産額 209,646円79銭 

１株当たり中間純利益金額 8,756円35銭 

潜在株式調整後１株当たり中
間純利益 8,700円83銭 

  

 

１株当たり純資産額 203,905円66銭 

１株当たり当期純利益金額 17,143円67銭 

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益 17,043円14銭 

  
   

 （注）１．１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）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 260 279 555 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

（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（百万円） 260 279 555 

普通株式の期中平均株式数（株） 31,848 31,972 32,380 

    

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（百万円） － － － 

普通株式増加数（株） 508 204 191 

（うち新株予約権） （508） （204） （191）

 
 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 

（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） 

純資産の部の合計額（百万円） 6,572 6,704 6,517 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額 

（百万円） 
6,572 6,704 6,517 

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（株） 
33,215 31,978 31,962 

 
（重要な後発事象） 
 該当事項はありません。 
 


