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（百万円未満切捨て） 
 
１．19年9月中間期の連結業績(平成19年4月1日～平成19年9月30日) 

 (1)連結経営成績 (％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 
18年9月中間期 

6,558 
5,654 

16.0 
4.0 

682
566

20.4
2.5

714
581

23.0 
6.5 

448 
361 

24.0
5.8

19年3月期 11,764 11.7 1,171 13.6 1,202 16.3 741 17.0
 

 
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 
18年9月中間期 

22.18 
17.88 

-
-

19年3月期 36.71 -
（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)連結財政状態 

 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 
18年9月中間期 

19,323 
18,053 

13,661
13,263

70.7 
73.5 

676.31
656.36

19年3月期 18,564 13,513 72.8 668.85
（参考） 自己資本 19年9月中間期 13,661百万円  18年9月中間期 13,263百万円  19年3月期 13,513百万円 

 

 (3)連結キャッシュ･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 
18年9月中間期 

105 
389 

△2,160
△14

△82 
△82 

2,255
4,350

19年3月期 692 △190 △164 4,393
 
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 4 00 4 00 8 00

20年3月期 4 00 

20年3月期（予想）  4 00
8 00

 
３．20年3月期の連結業績予想（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 12,800 8.8 1,230 5.0 1,320 9.8 820 10.5 40.58
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   無 
(2) 中間連結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（中間連結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、11ページ「重要な減価償却資産の減価償却方法」のうち「会計方針の変更」をご覧ください。 

(3) 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 20,249,087株 18年9月中間期 20,249,087株 
                   19年3月期   20,249,087株 
②期末自己株式数           19年9月中間期 48,776株   18年9月中間期 41,641株 
                   19年3月期   44,511株 
 (注) 1株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、20ページ「１株当たり
情報」をご覧ください。 

 
（参考）個別業績の概要 
１．19年9月中間期の個別業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日） 

(1)個別経営成績 (％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 6,558 16.0 539 12.1 577 15.2 349 11.0

18年9月中間期 5,654 4.0 481 8.7 501 11.4 314 11.1

19年3月期 11,764 11.7 1,015 20.2 1,058 21.8 656 22.8

 

 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

  円 銭 

19年9月中間期 17.30 

18年9月中間期 15.59 

19年3月期 32.48 

 

(2)個別財政状態 

 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 18,405 13,092 71.1 648.13

18年9月中間期 17,474 12,835 73.5 635.17

19年3月期 17,938 13,036 72.7 645.25

(参考)  自己資本 19年9月中間期 13,092百万円  18年9月中間期 12,835百万円  19年3月期 13,036百万円 
 
２．20年3月期の個別業績予想（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 12,800 8.8 1,100 8.3 1,150 8.7 700 6.7 34.65

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
 連結及び個別の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の
様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、連結の業績予想に関する事項は、添付資
料3ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」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 

当社グループの当中間連結会計期間における業績は、セラミック原料事業および電子部材事業がともに好調に

推移し、売上高６５億５千８百万円（前年同期比１６．０％増）、営業利益６億８千２百万円（同２０．４％増）、

経常利益７億１千４百万円（同２３．０％増）、中間純利益４億４千８百万円（同２４．０％増）と増収増益に

なりました。 

 

事業の種類別セグメントの状況は次の通りであります。 

 

＜セラミック原料事業＞ 

陶磁器原料では、国内陶磁器産業の長期にわたる低迷の中、海外市場向け売上げが徐々に拡大したこともあっ

て、前年同期比で増収となりました。 

ガラス原料では、液晶、ＰＤＰ等薄型テレビに対する旺盛な需要によって、フラットパネルディスプレイ用原

料が大幅に伸びました。また、低膨張ガラス用原料および光学ガラス用原料も売上げ増に貢献し、ガラス原料全

体の売上げは増収となりました。 

ファインセラミック原料では、ジルコニア粉末原料が光通信向けを中心に引き続き好調に推移し、発熱体用非

酸化物材料も加わって売上げを伸ばしました。 

この結果、セラミック原料事業の売上高は４３億３千９百万円（前年同期比１７．２％増）となりました。 

 

＜電子部材事業＞ 

当事業の主要顧客である電子部品業界は引き続き活況を呈し、部品の出荷数量は高水準で推移しました。 

このような事業環境下、携帯電話等の通信分野で用いられる高周波誘電体用原料の好調な売上げとともに、セ

ラミックコンデンサー用原料において新規開発の高品位商品の売上げを伸ばすことができ、電子部材事業の売上

高は２２億１千９百万円（前年同期比１３．７％増）となりました。 

 

 所在地別セグメントの業績については、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないた

め記載しておりません。 

 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 今後の見通しについては、原油や素材価格のさらなる上昇や米国景気の減速が懸念されるものの、電機電子業

界におけるデジタル化や自動車の電装化の進展等により電子部品業界の拡大基調は維持されるものと思われま

す。 

 このような状況下、当社は、業界動向を先取りした新商品の市場投入をスピードアップするとともに、新規顧

客の開拓、生産性のさらなる改善により業績の向上を図ってまいる所存であります。 

 通期の連結業績につきましては、売上高１２８億円（前期比８．８％増）、営業利益１２億３千万円（同５．０％

増）、経常利益１３億２千万円（同９．８％増）、当期純利益８億２千万円（同１０．５％増）を見込んでおりま

す。 

 

(2)財政状態に関する分析 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は２２億５千５百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て ２１億３千８百万円減少いたしました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要

因は、次の通りであります。 

 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 営業活動により得られた資金は１億５百万円となり、前年同期に比べ２億８千４百万円減少いたしました。主

な要因は、税金等調整前中間純利益７億３千５百万円（前年同期比１億５千９百万円増）、売上債権の増加５億

１千６百万円（前年同期比２億２千２百万円減）、たな卸資産の増加４億９千７百万円（前年同期比４億３千１

百万円増）、仕入債務の増加６億８百万円（前年同期比１億４千５百万円減）及び法人税等の支払い２億５千６

百万円（前年同期比８千９百万円増）であります。 
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＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 投資活動により減少した資金は２１億６千万円となりました。減少の主な要因は、貸付による支出２０億円で

あります。 

 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 財務活動により減少した資金は８千２百万円となり、減少の主な要因は、株主配当金８千万円の支払いであり

ます。 

 

   （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成17年 

9月中 

平成18年 

3月期 

平成18年 

9月中 

平成19年 

3月期 

平成19年 

9月中 

自己資本比率(%) 75.6 76.2 73.5 72.8 70.7

時価ベースの自己資本

比率(%) 
60.8 61.7 47.6 57.5 42.4

債務償還年数(年) － － － － －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ 
16.2 24.3 － － －

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 

債務償還年数：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 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※有利子負債は、連結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。 

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上される「営業活動による

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する安定配当の継続を基本とするとともに、企業体質の強化を図るため内部留保に努

めてまいります。 

 内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図りながら、設備投資や将来の成長につながる新商品・新技

術の研究開発投資に充当いたします。 

 

(4)事業等のリスク 

セラミック原料事業につきましては、陶磁器原料、ガラス原料ともに顧客における製造拠点の海外移転に伴う

原料の調達切り替えが一部に見られ、当社グループの業績はその海外移転の進行度合いに大きく影響を受ける可

能性があります。 

また、取扱商品の多くが天然原料であり、原産国の資源・環境政策等による急激な価格上昇や数量制限によっ

て、業績に大きな影響を受けることも考えられます。 

電子部材事業につきましては、関連する電子部品業界は、好不況の起伏が激しく、当社グループの業績もその

動向に強く影響を受け大きく変動する可能性があります。 

また、電子部品の小型化による原料使用量の減少や海外市場を中心とした安価品との競合による価格下落によ

って、業績に大きな影響を受けることも考えられます。 

両事業において海外への輸出比率が高く、為替の変動が当社グループ業績に大きく影響する可能性があります。 

なお、上記判断は当中間連結会計期間末において判断したものであります。 
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２．企業集団の状況 

当社は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの子会社であります。 

当社の企業集団は、当社及び子会社４社（内連結子会社３社）で構成され、窯業原料の採掘、精製、売買、輸

出入及び電子部品用セラミック原料の製造販売を主な内容とした事業活動を行っております。 

事業系統図は次のとおりであります。 

 

 

（親会社） 

株式会社 

ノリタケカンパニーリミテド 

 

得 意 先 

 
   

 

 

 （非連結子会社） 

台湾共立股份有限公司 

 
                                     業務活動を委託 

 

 

共立マテリアル株式会社 

 

 
        電子部品用セラミック粉末    不動産賃貸 

 

（連結子会社） 

株式会社 

キヨリックス三重 

    （連結子会社） 

共立不動産株式会社

 

 
（連結子会社） 

九州パーミス株式会社 

 

                                       （現在休業中） 

         商品・製品の流れ 

 

 なお、最近の有価証券報告書（平成19 年 6 月 28 日提出)における「関係会社の状況」から重要な変更がない

ため、「関係会社の状況」の開示を省略します。 

 

３．経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

 ① 信頼にもとづき、株主、顧客、仕入先、従業員その他の関係者と共存・共栄を図ってまいります。 

 ② 顧客のニーズに最適な商品を、品質、量、価格すべての面で安定的に供給するよう努力してまいります。 

 ③ 優れた商品・優れた技術の開発を通して、環境保全に努めるとともに、顧客、社会に貢献してまいります。 

 

(2)中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

 ① 成長が期待できる電子部品関連事業を中心に経営資源を重点的に投下し、同事業の売上構成比を会社全体

の過半とすることを目指します。 

 ② 経営資源を積極的に投入し、新商品開発を促進してまいります。 

 ③ 陶磁器・ガラス関連業界の顧客の事業内容の変化に対応した商品を速やかに提供してまいります。 

 ④ 国内ユーザーの中国・東南アジア等への展開に対応し、同地域への販売を拡大・強化いたします。 
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４．中間連結財務諸表

　(1)　中間連結貸借対照表 （単位　百万円：未満切捨）

期別 前中間連結 当中間連結 対前年 前連結会計年度の

会計期間末 会計期間末 同期比 要約連結貸借対照表

科目 ( 18.9.30 ) ( 19.9.30 ) 増△減 ( 19.3.31 )

資産の部

流動資産 11,133 12,534 1,400 11,621

現金及び預金 4,729 2,635 △ 2,094 4,773

受取手形及び売掛金 4,086 4,858 771 4,341

たな卸資産 2,104 2,806 702 2,312

繰延税金資産 141 147 5 155

関係会社短期貸付金 - 2,000 2,000 -

その他 74 87 12 39

貸倒引当金 △ 3 △ 0 3 △ 0

固定資産 6,919 6,789 △ 130 6,943

有形固定資産 3,655 3,855 199 3,644

建物及び構築物 883 834 △ 49 850

機械装置及び運搬具 531 795 263 561

土地 2,141 2,141 - 2,141

その他 97 82 △ 14 90

無形固定資産 8 7 △ 0 8

投資その他の資産 3,255 2,926 △ 329 3,289

投資有価証券 3,246 2,915 △ 330 3,279

繰延税金資産 3 4 1 4

その他 6 8 2 8

貸倒引当金 - △ 2 △ 2 △ 2

資産合計 18,053 19,323 1,269 18,564

負債の部

流動負債 　 3,271 4,337 1,066 3,558

支払手形及び買掛金 2,721 3,529 807 2,921

未払法人税等 224 272 48 274

その他 325 535 210 363

固定負債 1,518 1,323 △ 195 1,492

繰延税金負債 916 745 △ 171 875

退職給付引当金 491 469 △ 21 507

役員退職引当金 111 108 △ 2 110

負債合計 4,789 5,661 871 5,051

純資産の部

株主資本 11,568 12,231 663 11,866

資本金 2,387 2,387 - 2,387

資本剰余金 1,711 1,711 - 1,711

利益剰余金 7,481 8,148 666 7,781

自己株式 △ 12 △ 15 △ 3 △ 14

評価・換算差額等 1,695 1,430 △ 265 1,647

その他有価証券評価差額金 1,695 1,430 △ 265 1,647

純資産合計 13,263 13,661 398 13,513

負債及び純資産合計 18,053 19,323 1,269 18,564

－　6　－



共立マテリアル㈱ (1702) 平成20年３月期　中間決算短信

(2)　中間連結損益計算書 （単位　百万円：未満切捨）

期別 前中間連結 当中間連結 対前年同期比 前連結会計年度の

会計期間 会計期間 要約連結損益計算書

科目 (18.4.1～18.9.30) (19.4.1～19.9.30) 増△減 (18.4.1～19.3.31)

売上高　　 5,654 6,558 903 11,764

売上原価 4,531 5,247 716 9,481

売上総利益 1,123 1,310 186 2,283

販売費及び一般管理費 556 628 71 1,111

営業利益 566 682 115 1,171

営業外収益 22 36 14 44

受取利息及び配当金 13 24 27

その他 8 12 16

営業外費用 8 4 △ 3 14

たな卸資産廃棄損 2 2 6

その他 5 2 7

経常利益 581 714 133 1,202

特別利益 0 24 24 0

貸倒引当金戻入益 0 - 0

固定資産売却益 - 24 -

特別損失 5 3 △ 2 10

たな卸資産処分損 - - 4

固定資産処分損 5 3 5

その他 - 0 -

税金等調整前中間(当期)純利益 576 735 159 1,191

法人税、住民税及び事業税 210 263 466

法人税等調整額 4 24 △ 16

中間(当期)純利益 361 448 86 741
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(3)　中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年4月１日　至　平成18年9月30日） （単位　百万円：未満切捨）

評価・換算
差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合  計

その他有価証
券評価差額金

2,387 1,711 7,205 △11 11,292 1,953 13,246

剰余金の配当（注） △80 △80 △80

役員賞与（注） △4 △4 △4

中間純利益 361 361 361

自己株式の取得 △1 △1 △1

株主資本以外の項目の中
間連結会計期間中の変動
額（純額）

△257 △257

－ － 276 △1 275 △257 17

2,387 1,711 7,481 △12 11,568 1,695 13,263

（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。

当中間連結会計期間（自　平成19年4月１日　至　平成19年9月30日） （単位　百万円：未満切捨）

評価・換算
差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合  計

その他有価証
券評価差額金

2,387 1,711 7,781 △14 11,866 1,647 13,513

剰余金の配当 △80 △80 △80

中間純利益 448 448 448

自己株式の取得 △1 △1 △1

株主資本以外の項目の中
間連結会計期間中の変動
額（純額）

△217 △217

－ － 367 △1 365 △217 147

2,387 1,711 8,148 △15 12,231 1,430 13,661

中間連結会計期間中の変動額
合計

平成18年9月30日残高

純資産合計

株主資本

平成18年3月31日残高

中間連結会計期間中の変動額

中間連結会計期間中の変動額
合計

平成19年9月30日残高

株主資本
純資産合計

平成19年3月31日残高

中間連結会計期間中の変動額
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前連結会計年度の要約中間連結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）
（単位　百万円：未満切捨）

評価・換算
差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合  計

その他有価証
券評価差額金

2,387 1,711 7,205 △11 11,292 1,953 13,246

剰余金の配当（注１） △161 △161 △161

役員賞与（注２） △4 △4 △4

当期純利益 741 741 741

自己株式の取得 △2 △2 △2

株主資本以外の項目の連
結会計年度中の変動額
（純額）

△305 △305

－ － 575 △2 573 △305 267

2,387 1,711 7,781 △14 11,866 1,647 13,513

（注１）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目及び平成18年12月における中間配当金であります。
（注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。

連結会計年度中の変動額合計

平成19年3月31日残高

純資産合計

株主資本

平成18年3月31日残高

連結会計年度中の変動額
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 (4)　中間連結キャッシュ・フロー計算書 （単位　百万円：未満切捨）
期別 前中間連結 当中間連結 前連結会計年度の要約連結

会計期間 会計期間 キャッシュ・フロー計算書

科目 (18.4.1～18.9.30) (19.4.1～19.9.30) (18.4.1～19.3.31)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

    税金等調整前中間(当期)純利益 576 735 1,191 

    減価償却費 84 112 175 

    たな卸資産処分損 2 2 11 

    固定資産処分損益 5 △ 21 5 

    貸倒引当金の増減額(減少は△) 0 0 △ 0 

    退職給付引当金の増減額(減少は△) △ 16 △ 37 △ 0 

    役員退職引当金の増減額(減少は△) △ 10 △ 1 △ 11 

    受取利息及び受取配当金 △ 13 △ 24 △ 27 

    売上債権の増減額(増加は△) △ 739 △ 516 △ 997 

    たな卸資産の増減額(増加は△) △ 65 △ 497 △ 283 

    仕入債務の増減額(減少は△) 754 608 953 

    その他 △ 33 △ 23 21 

    　小計 543 337 1,038 

    利息及び配当金の受取額 13 24 27 

    法人税等の支払額 △ 167 △ 256 △ 374 

    営業活動によるキャッシュ・フロー 389 105 692 

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 △ 400 △ 400 △ 400 

    定期預金の払出による収入 400 400 400 

    有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 14 △ 189 △ 74 

    有形固定資産の売却による収入 0 28 0 

    投資有価証券の取得による支出 - - △ 115 

    貸付けによる支出 - △ 2,000 - 

    その他 △ 0 0 △ 0 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △ 14 △ 2,160 △ 190 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

    配当金の支払額 △ 80 △ 80 △ 162 

    その他 △ 1 △ 1 △ 2 

    財務活動によるキャッシュ・フロー △ 82 △ 82 △ 164 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △ 0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少は△) 293 △ 2,138 337 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,056 4,393 4,056 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 4,350 2,255 4,393 

－　10　－



共立マテリアル㈱  (1702) 平成20年３月期 中間決算短信

(4)　中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 3 社 株式会社キヨリックス三重

九州パーミス株式会社

共立不動産株式会社

(2) 非連結子会社の数 1 社 台湾共立股份有限公司

2. 持分法の適用に関する事項

　該当する会社はありません。

3.連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の中間決算日と中間連結決算日は一致しております。

4.会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券 …… その他有価証券

時価のあるもの

時価のないもの 移動平均法による原価法

② たな卸資産 …… 先入先出法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

有形固定資産

建物(建物附属設備は除く）
平成10年３月31日以前に取得したもの 旧定率法によっております。

平成10年４月１日から平成19年３月31日までに 旧定額法によっております。

取得したもの

平成19年４月１日以後に取得したもの 定額法によっております。
原料山 生産高比例法によっております。

建物及び原料山以外

平成19年３月31日以前に取得したもの 旧定率法によっております。

平成19年４月１日以後に取得したもの 定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 15～31年

機械装置 12～15年

（会計方針の変更）

　なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。

(追加情報）

無形固定資産
ソフトウェア（自社利用分） 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。

　これに伴い、前中間連結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1百万円、
営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は、それぞれ2百万円減少しております。

　当中間連結会計期間から、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度
額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。当該変更に伴う
損益に与える影響は、売上総利益が5百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益
は、それぞれ8百万円減少しております。

非連結子会社は小規模であり、全体としても中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼし
ていないため、連結の範囲に含めないこととしております。

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）

非連結子会社１社については、中間純損益及び利益剰余金に及ぼす影響が軽微であり、
かつ全体としても重要性がないので、当該会社に対する投資については持分法を適用して
おりません。

　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
連結会計期間から平成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。
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

② 退職給付引当金

③ 役員退職引当金

(4) 重要なリース取引の処理方法

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ａヘッジ手段 為替予約

ｂヘッジ対象 外貨建金銭債権債務等

③ ヘッジ方針

④ ヘッジ有効性の評価

(6) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

5.中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・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、
要求払預金及び取得日から３か月以内に満期日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からなっておりま
す。

為替予約取引について、為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動の相関関係は確
保されているものと想定されるため、有効性の評価を省略しております。

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。

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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、当中間連結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。

当社は、為替相場変動リスクを回避する目的で為替予約を行っており、ヘッジ対象の識別
は個別契約毎に行っております。

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく当中間連結会計
期間末における要支給額を計上しております。

為替予約について、振当処理の要件を満たしておりますので振当処理を採用しておりま
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
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。
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(5) 中間連結財務諸表に関する注記事項

中間連結貸借対照表関係

（前中間連結会計期間末） （当中間連結会計期間末） （前連結会計年度末）

1. 有形固定資産の減価償却累計額  百万円  百万円  百万円

2.

中間連結損益計算書関係

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

（前中間連結会計期間） （当中間連結会計期間） （前連結会計年度）

1. 役員報酬及び賃金給料  百万円  百万円  百万円

2. 従業員賞与金  百万円  百万円  百万円

3. 福利厚生費  百万円  百万円  百万円

4. 減価償却費  百万円  百万円  百万円

5. 研究開発費  百万円  百万円  百万円

中間連結株主資本等変動計算書関係

前中間連結会計期間（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

2. 自己株式に関する事項

（変動事由の概要）

単元未満株式の買取りによる増加 株

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

(2)基準日が当中間連結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連結会計期間後となるもの

　なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形
が、中間連結会計期間末残高に含まれております。

百万円136
335

受取手形
支払手形 百万円

10850 61

331163 181

32

118 134 238

17 18

36 43 77

5,908 6,065 5,984

　中間連結会計期間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。

設備支払手形 14 百万円

当中間連結会計期間末

普通株式（株） 20,249,087 － － 20,249,087

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少

当中間連結会計期間末

普通株式（株） 39,277 2,364 － 41,641

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少

2,364

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 80          4.00 平成18年3月31日 平成18年6月30日

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月13日
取締役会

普通株式 80          利益剰余金 4.00 平成18年9月30日 平成18年12月8日
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当中間連結会計期間（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

2. 自己株式に関する事項

（変動事由の概要）
単元未満株式の買取りによる増加 株

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

(2)基準日が当中間連結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連結会計期間後となるもの

前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

1. 発行済株式に関する事項

2. 自己株式に関する事項

（変動事由の概要）
単元未満株式の買取りによる増加 株

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

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

4.00 平成19年9月30日 平成19年12月10日
平成19年11月12日
取締役会

普通株式 80          利益剰余金

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

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資

普通株式 80          4.00

48,776

4,265

基準日 効力発生日

平成19年3月31日 平成19年6月29日

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）

前連結会計年度末 増加 減少

普通株式（株） 44,511 4,265 －

平成18年11月13日
取締役会

普通株式

配当金の総額
（百万円）

株式の種類 前連結会計年度末 増加

普通株式（株） 20,249,087 －

株式の種類

当中間連結会計期間末

20,249,087

当中間連結会計期間末

普通株式（株） 39,277 5,234 － 44,511

減少

－

当連結会計年度末

普通株式（株） 20,249,087 －

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少

－ 20,249,087

基準日 効力発生日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

5,234

平成18年3月31日 平成18年6月30日

決議 株式の種類

平成18年6月29日
定時株主総会

普通株式 80             4.00

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

80             4.00 平成18年9月30日 平成18年12月8日

決議 株式の種類

80          

配当の原資

利益剰余金
平成19年6月28日
定時株主総会

普通株式 平成19年3月31日 平成19年6月29日

１株当たり
配当額（円）

4.00

基準日 効力発生日
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中間連結キャッシュ・フロー計算書関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

（前中間連結会計期間） （当中間連結会計期間） （前連結会計年度）

現金及び預金勘定  百万円  百万円  百万円

流動資産その他勘定（ＦＦＦ）  百万円  百万円  百万円

預入期間が３か月を超える定期預金  百万円  百万円  百万円

現金及び現金同等物  百万円  百万円  百万円

リース取引関係

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

4,350 2,255 4,393

△400△400 △400

2,635 4,773

20 20 20

4,729

－　15　－



共立マテリアル㈱ (1702) 平成20年３月期 中間決算短信

セグメント情報
１．事業の種類別セグメント情報 （単位　百万円：未満切捨）

前中間連結会計期間（18.4.1～18.9.30）

売上高
(1)外部顧客に対する売上高 3,703 1,951 5,654 － 5,654
(2)セグメント間の内部売上 － － － － －
   高又は振替高

計 3,703 1,951 5,654 － 5,654
営業費用 3,421 1,511 4,932 155 5,088
営業利益 281 440 722 (155) 566
(注) 1. 当社の事業区分は、製品の使用目的の類似性を中心とした区分であります。

2. 各事業区分の主要製品等
(1)セラミック原料 … カオリン、陶石、けい砂、コレマナイト、ほう砂、炭酸ストロンチウム等
(2)電子部材　　　 … 電子部品用セラミック原料、充填材等

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、155百万円であり
主なものは親会社の本部管理部門の費用であります。

4. 当中間連結会計期間から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年11月29日
企業会計基準第4号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中
間連結会計期間における営業費用は「消去又は全社」が2百万円増加し、営業利益は同額減少して
おります。

（単位　百万円：未満切捨）
当中間連結会計期間（19.4.1～19.9.30）

売上高
(1)外部顧客に対する売上高 4,339 2,219 6,558 － 6,558
(2)セグメント間の内部売上 － － － － －
   高又は振替高

計 4,339 2,219 6,558 － 6,558
営業費用 4,020 1,672 5,692 182 5,875
営業利益 318 547 865 (182) 682
(注) 1. 当社の事業区分は、製品の使用目的の類似性を中心とした区分であります。

2. 各事業区分の主要製品等
(1)セラミック原料 … カオリン、陶石、けい砂、コレマナイト、ほう砂、炭酸ストロンチウム等
(2)電子部材　　　 … 電子部品用セラミック原料、充填材等

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、182百万円であり
主なものは親会社の本部管理部門の費用であります。

4.

（単位　百万円：未満切捨）
前連結会計年度（18.4.1～19.3.31）

売上高
(1)外部顧客に対する売上高 7,788 3,975 11,764 － 11,764
(2)セグメント間の内部売上 － － － － －
   高又は振替高

計 7,788 3,975 11,764 － 11,764
営業費用 7,192 3,104 10,296 295 10,592
営業利益 595 871 1,467 (295) 1,171
(注) 1. 当社の事業区分は、製品の使用目的の類似性を中心とした区分であります。

2. 各事業区分の主要製品等
(1)セラミック原料 … カオリン、陶石、けい砂、コレマナイト、ほう砂、炭酸ストロンチウム等
(2)電子部材　　　 … 電子部品用セラミック原料、充填材等

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、295百万円であり
主なものは親会社の本部管理部門の費用であります。

4. 当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年11月29日
企業会計基準第4号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、
当連結会計年度における営業費用は「消去又は全社」が4百万円増加し、営業利益は同額減少
しております。

電子部材 計

セラミック原料 計

消去又は
全社セラミック原料 計電子部材

消去又は

消去又は
全社

連結

連結

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期
間より、有形固定資産の減価償却の方法を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった
場合に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、セラミック原料事業が0百万円、電子部材事業
が2百万円、「消去又は全社」は0百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

電子部材 全社

連結セラミック原料
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２．所在地別セグメント

当中間連結会計期間、前中間連結会計期間及び前連結会計年度ともに、該当事項はありません。

３．海外売上高
（単位　百万円：未満切捨）

前中間連結会計期間（18.4.1～18.9.30）

Ⅰ 海外売上高 88 1,123

Ⅱ 連結売上高 5,654

Ⅲ 連結売上高に占める海外 18.3% 1.6% 19.9%
売上高の割合
(注) 1. 地域は、地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する地域の内訳は、次の通りであります。

(1) 東南アジア … 中国、台湾、韓国、マレーシアほか

(2) その他 … スリランカ、アメリカほか

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（単位　百万円：未満切捨）
当中間連結会計期間（19.4.1～19.9.30）

Ⅰ 海外売上高 118 1,341

Ⅱ 連結売上高 6,558

Ⅲ 連結売上高に占める海外 18.6% 1.8% 20.5%
売上高の割合
(注) 1. 地域は、地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する地域の内訳は、次の通りであります。

(1) 東南アジア … 中国、台湾、韓国、マレーシアほか

(2) その他 … スリランカ、アメリカほか

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（単位　百万円：未満切捨）
前連結会計年度（18.4.1～19.3.31）

Ⅰ 海外売上高 150 2,147

Ⅱ 連結売上高 11,764

Ⅲ 連結売上高に占める海外 17.0% 1.3% 18.3%
売上高の割合
(注) 1. 地域は、地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する地域の内訳は、次の通りであります。
(1) 東南アジア … 中国、台湾、韓国、マレーシアほか

(2) その他 … スリランカ、アメリカほか

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

1,997

その他東南アジア 計

その他 計

1,034

東南アジア

東南アジア その他 計

1,222
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有価証券関係

前中間連結会計期間末 (18.9.30)

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額

(1)株式 356 百万円 3,194 百万円 2,838 百万円

(2)その他 － 百万円 － 百万円 － 百万円

計 356 百万円 3,194 百万円 2,838 百万円

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

子会社株式 35 百万円

その他有価証券

　非上場株式 16 百万円

　ＦＦＦ 20 百万円

当中間連結会計期間末 (19.9.30)

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額

(1)株式 356 百万円 2,740 百万円 2,383 百万円

(2)その他 － 百万円 － 百万円 － 百万円

計 356 百万円 2,740 百万円 2,383 百万円

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

子会社株式 35 百万円

その他有価証券

　非上場株式（店頭売買株式を除く） 139 百万円

　ＦＦＦ 20 百万円

前連結会計年度末 (19.3.31)

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

(1)株式 356 百万円 3,111 百万円 2,755 百万円

(2)その他 － 百万円 － 百万円 － 百万円

計 356 百万円 3,111 百万円 2,755 百万円

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

子会社株式 35 百万円

その他有価証券

　非上場株式 132 百万円

　ＦＦＦ 20 百万円

デリバティブ取引関係

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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生産、受注及び販売の状況

(1)生産実績

（単位　百万円：未満切捨）

事業の種類 金額 前年同期比(%)

セラミック原料 447 46.7%

電子部材 1,598 27.8%

合計 2,046 31.5%

　(注）金額は、製造原価によっております。

(2)受注状況

(3)販売実績

（単位　百万円：未満切捨）

事業の種類 金額 前年同期比(%)

セラミック原料 4,339 17.2%

電子部材 2,219 13.7%

合計 6,558 16.0%

当社自製品については、各需要先の生産計画を基礎とし、市場の状況、過去の販売実績を勘案して、
特殊なものを除きほぼ確実な見込み生産を行っておりますので、受注実績の記載を省略しております。
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１株当たり情報

(前中間連結会計期間) (当中間連結会計期間) (前連結会計年度)
１株当たり純資産

１株当たり中間（当期）純利益

(注）算定上の基礎

1.　１株当たり純資産額
(前中間連結会計期間) (当中間連結会計期間) (前連結会計年度)

2.　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

(前中間連結会計期間) (当中間連結会計期間) (前連結会計年度)

48

361 448

－

361 448

－ －

20,207

44

20,204

741

741

13,513

13,513

－

20,249

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)

普通株式に係る純資産額(百万円)

20,200

656円36銭 676円31銭

17円88銭 22円18銭

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前
連結会計年度ともに潜在株式がないため記載しておりません。

668円85銭

36円71銭

13,263

20,207

13,263

－

20,249

41

13,661

13,661

－

20,249

20,208 20,202

普通株式に帰属しない金額(百万円)

普通株式の期中平均株式数(千株)

差額の主な内訳(百万円)

普通株式の発行済株式数(千株）

連結損益計算書上の中間（当期）純利益(百万円)

普通株式に係る中間（当期）純利益(百万円)

普通株式の自己株式数(千株)

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)
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５．中間個別財務諸表

　(1)　中間貸借対照表 （単位　百万円：未満切捨）

期別 前中間 当中間 対前年 前事業年度の
会計期間末 会計期間末 同期比 要約貸借対照表

科目 ( 18.9.30 ) ( 19.9.30 ) 増△減 ( 19.3.31 )

資産の部

流動資産 11,005 12,306 1,300 11,459

現金及び預金 4,667 2,498 △ 2,169 4,632

受取手形 686 737 51 731

売掛金 3,400 4,120 720 3,610

たな卸資産 1,860 2,538 677 2,107

繰延税金資産 85 91 5 99

関係会社短期貸付金 240 2,240 2,000 240

その他の流動資産 67 80 12 39

貸倒引当金 △ 3 △ 0 3 △ 0

固定資産 6,468 6,099 △ 369 6,479

有形固定資産 2,943 2,958 14 2,933

建物 434 407 △ 26 417

機械及び装置 303 340 36 318

土地 2,082 2,082 - 2,082

その他 123 127 4 115

無形固定資産 3 4 1 4

投資その他の資産 3,522 3,136 △ 385 3,541

投資有価証券 3,236 2,901 △ 335 3,256

関係会社長期貸付金 280 230 △ 50 280

その他の投資 5 7 2 8

貸倒引当金 - △ 2 △ 2 △ 2

資産合計 17,474 18,405 930 17,938

負債の部

流動負債 　 3,140 4,012 871 3,434

支払手形 1,301 1,596 294 1,308

買掛金 1,393 1,867 474 1,601

未払法人税等 194 210 16 252

その他 251 337 86 272

固定負債 1,498 1,300 △ 198 1,467

繰延税金負債 902 729 △ 172 856

退職給付引当金 485 462 △ 22 500

役員退職引当金 111 108 △ 2 110

負債合計 4,639 5,312 673 4,901

純資産の部

株主資本 11,176 11,702 525 11,435

資本金 2,387 2,387 - 2,387

資本剰余金 1,711 1,711 - 1,711

資本準備金 1,711 1,711 - 1,711

利益剰余金 7,090 7,619 529 7,350

利益準備金 396 396 - 396

固定資産圧縮記帳積立金 40 37 △ 3 39

別途積立金 5,400 5,800 400 5,400

繰越利益剰余金 1,252 1,385 132 1,514

自己株式 △ 12 △ 15 △ 3 △ 14

評価・換算差額等 1,658 1,389 △ 268 1,601

その他有価証券評価差額金 1,658 1,389 △ 268 1,601

純資産合計 12,835 13,092 257 13,036

負債及び純資産合計 17,474 18,405 930 17,938
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(2)　中間損益計算書 （単位　百万円：未満切捨）

期別 前中間 当中間 対前年 前事業年度の
会計期間 会計期間 同期比 要約損益計算書

科目 (18.4.1～18.9.30) (19.4.1～19.9.30) 増△減 (18.4.1～19.3.31)

売上高　　 5,654 6,558 903 11,764

売上原価 4,619 5,394 774 9,643

売上総利益 1,035 1,164 128 2,121

販売費及び一般管理費 554 625 70 1,106

営業利益 481 539 57 1,015

営業外収益 28 43 14 57

受取利息及び配当金 16 26 10 32

不動産賃貸料 5 5 0 10

その他 6 11 4 13

営業外費用 8 4 △ 3 14

たな卸資産廃棄損 2 2 0 6

その他 5 2 △ 3 7

経常利益 501 577 76 1,058

特別利益 0 0 △ 0 0

貸倒引当金戻入益 0 - △ 0 0

固定資産売却益 - 0 0 -

特別損失 4 2 △ 1 10

たな卸資産処分損 - - - 4

固定資産処分損 4 2 △ 1 5

その他 - 0 0 -

税引前中間(当期)純利益 497 574 77 1,048

法人税、住民税及び事業税 180 201 21 410

法人税等調整額 2 24 22 △ 17

中間(当期)純利益 314 349 34 656
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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） （単位　百万円：未満切捨）

固定資産圧縮
記帳積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

2,387 1,711 1,711 396 47 5,000 1,416 6,860

剰余金の配当（注） △80 △80

役員賞与（注） △4 △4

別途積立金の積立（注） 400 △400

固定資産圧縮記帳積立金
の取崩（注）

△4 4

固定資産圧縮記帳積立金
の取崩

△2 2

中間純利益 314 314

自己株式の取得

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）

－ － － － △6 400 △163 230

2,387 1,711 1,711 396 40 5,400 1,252 7,090

評価・換算
差額等

△11 10,947 1,910 12,858

剰余金の配当（注） △80 △80

役員賞与（注） △4 △4

別途積立金の積立（注） － －

固定資産圧縮記帳積立金
の取崩（注）

－ －

固定資産圧縮記帳積立金
の取崩

－ －

中間純利益 314 314

自己株式の取得 △1 △1 △1

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）

△251 △251

△1 228 △251 △22

△12 11,176 1,658 12,835

（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。

株主資本

資本剰余金
合計

利益準備金
その他利益剰余金 利益剰余

金合計

中間会計期間中の変動額合計

平成18年9月30日残高

平成18年3月31日残高

中間会計期間中の変動額

平成18年3月31日残高

中間会計期間中の変動額

中間会計期間中の変動額合計

平成18年9月30日残高

純資産
合計

資本金

株主資本

資本剰余金

資本準備金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金
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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） （単位　百万円：未満切捨）

固定資産圧縮
記帳積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

2,387 1,711 1,711 396 39 5,400 1,514 7,350

剰余金の配当 △80 △80

別途積立金の積立 400 △400

固定資産圧縮記帳積立金
の取崩

△1 1

中間純利益 349 349

自己株式の取得

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）

－ － － － △1 400 △129 268

2,387 1,711 1,711 396 37 5,800 1,385 7,619

評価・換算
差額等

△14 11,435 1,601 13,036

剰余金の配当 △80 △80

別途積立金の積立 － －

固定資産圧縮記帳積立金
の取崩

－ －

中間純利益 349 349

自己株式の取得 △1 △1 △1

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）

△211 △211

△1 266 △211 55

△15 11,702 1,389 13,092

純資産
合計

資本金

株主資本

資本剰余金

資本準備金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

平成19年3月31日残高

中間会計期間中の変動額

中間会計期間中の変動額合計

平成19年9月30日残高

中間会計期間中の変動額合計

平成19年9月30日残高

平成19年3月31日残高

中間会計期間中の変動額

株主資本

資本剰余金
合計

利益準備金
その他利益剰余金 利益剰余

金合計
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前事業年度の要約中間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）
（単位　百万円：未満切捨）

固定資産圧縮
記帳積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

2,387 1,711 1,711 396 47 5,000 1,416 6,860

剰余金の配当（注１） △161 △161

役員賞与（注２） △4 △4

別途積立金の積立（注２） 400 △400 －

固定資産圧縮記帳積立金
の取崩（注２）

△4 4 －

固定資産圧縮記帳積立金
の取崩

△3 3 －

当期純利益 656 656

自己株式の取得

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額
（純額）

－ － － － △7 400 98 490

2,387 1,711 1,711 396 39 5,400 1,514 7,350

評価・換算
差額等

△11 10,947 1,910 12,858

剰余金の配当（注１） △161 △161

役員賞与（注２） △4 △4

別途積立金の積立（注２） － －

固定資産圧縮記帳積立金
の取崩（注２）

－ －

固定資産圧縮記帳積立金
の取崩

－ －

当期純利益 656 656

自己株式の取得 △2 △2 △2

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額
（純額）

△308 △308
　

△2 487 △308 178

△14 11,435 1,601 13,036

（注１）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目及び平成18年12月における中間配当金であります。

（注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。

株主資本

資本剰余金
合計

利益準備金
その他利益剰余金 利益剰余

金合計

事業年度中の変動額合計

平成19年3月31日残高

平成18年3月31日残高

事業年度中の変動額

平成18年3月31日残高

事業年度中の変動額

事業年度中の変動額合計

平成19年3月31日残高

純資産
合計

資本金

株主資本

資本剰余金

資本準備金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金
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(4)　中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2)たな卸資産 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物(建物附属設備は除く）
平成10年３月31日以前に取得したもの 旧定率法によっております。
平成10年４月１日から平成19年３月31日までに 旧定額法によっております。
取得したもの
平成19年４月１日以後に取得したもの 定額法によっております。

原料山 生産高比例法によっております。
建物及び原料山以外
平成19年３月31日以前に取得したもの 旧定率法によっております。
平成19年４月１日以後に取得したもの 定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15～31年

機械装置 12～15年

（会計方針の変更）

(追加情報）

無形固定資産
ソフトウェア（自社利用分） 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。

3. 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金

(2)退職給付引当金

　 (3)役員退職引当金 役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく当中間会計期
間末における要支給額を計上しております。

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）

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。

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。

　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0百万円、
営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は、それぞれ0百万円減少しております。

　当中間会計期間から、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度
額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。当該変更に
伴う損益に与える影響は、売上総利益が3百万円、営業利益、経常利益及び税引前中間純利
益は、それぞれ6百万円減少しております。
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4. リース取引の処理方法

5. ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

　為替予約について、振当処理の要件を満たしておりますので振当処理を採用しております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ａヘッジ手段 為替予約

ｂヘッジ対象 外貨建金銭債権債務等

(3)ヘッジ方針

(4)ヘッジ有効性の評価

6.  その他中間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 税抜方式によっております。

為替予約取引について、為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動の相関関係は確
保されているものと想定されるため、有効性の評価を省略しております。

当社は、為替相場変動リスクを回避する目的で為替予約を行っており、ヘッジ対象の識
別は個別契約毎に行っております。

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。
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(5)　個別財務諸表に関する注記事項

（前中間会計期間末） （当中間会計期間末） （前事業年度末）

1. 有形固定資産の減価償却累計額 百万円 百万円 百万円

2.

3. リース取引関係

4. 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）

自己株式に関する事項

株式の種類

普通株式（株）

（変動事由の概要）

単元未満株式の買取りによる増加 株

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）

自己株式に関する事項

株式の種類

普通株式（株）

（変動事由の概要）

単元未満株式の買取りによる増加 株

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類

普通株式（株）

（変動事由の概要）

単元未満株式の買取りによる増加 株5,234

39,277 5,234 － 44,511

前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

　なお、当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
期間末残高に含まれております。

4,696

　中間会計期間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。

4,658 4,726

受取手形 136 百万円

－

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略して
おります。

減少

支払手形 316 百万円

当中間会計期間末

41,6412,364 

48,776

2,364

減少 当中間会計期間末

前事業年度末

39,277

増加

前事業年度末 増加

4,265

44,511 4,265 －
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１株当たり情報

(前中間会計期間) (当中間会計期間) (前事業年度)
１株当たり純資産

１株当たり中間（当期）純利益

(注）算定上の基礎

1.　１株当たり純資産額
(前中間会計期間) (当中間会計期間) (前事業年度)

2.　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

(前中間会計期間) (当中間会計期間) (前事業年度)

－

20,207

44

20,204

656

656

13,036

13,036

－

20,249

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)

普通株式に係る純資産額(百万円)

20,200

635円17銭 648円13銭

15円59銭 17円30銭

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、前中間会計期間、当連結会計期間及び前事業年度
ともに潜在株式がないため記載しておりません。

645円25銭

32円48銭

12,835

20,207

12,835

－

20,249

41

13,092

13,092

－

20,249

48

314 349

314 349

－ －

20,208 20,202

普通株式に帰属しない金額(百万円)

普通株式の期中平均株式数(千株)

差額の主な内訳(百万円)

普通株式の発行済株式数(千株）

損益計算書上の中間（当期）純利益(百万円)

普通株式に係る中間（当期）純利益(百万円)

普通株式の自己株式数(千株)

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)
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