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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 35,858 (△4.2) 1,028 (△27.9) 1,302 (△23.8) 759 (△50.0)
18 年９月中間期 37,411 (6.3) 1,426 (△12.5) 1,708 (△15.0) 1,517 (24.9)
19 年３月期 75,794 ― 2,950 ― 3,467 ― 2,384 ―

 
 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 6  54 ―  ― 
18 年９月中間期 12  85 12  83 
19 年３月期 20  27 20  26 

（参考） 持分法投資損益 19 年９月中間期 10 百万円 18 年９月中間期 1 百万円 19 年３月期 16 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 85,284 46,421 54.4 401 87 
18 年９月中間期 84,513 46,153 54.6 392 87 
19 年３月期 86,763 47,335 54.6 405 68 

（参考） 自己資本 19 年９月中間期 46,421 百万円 18 年９月中間期 46,153 百万円 19 年３月期 47,335 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 3,246 △1,742 △511 8,288 
18 年９月中間期 1,419 △1,362 △1,609 6,649 
19 年３月期 3,154 △1,662 △2,487 7,249 

 
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 3 75 3 75 7 50
20 年３月期 3 75 
20 年３月期(予想)  3 75

7 50

 
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 77,000 (1.6) 2,700 (△9.3) 3,200 (△8.3) 2,000 (△19.2) 17 27
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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・手続き、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、15 ページに記載されている（会計方針の変更）をご覧下さい。 
 
（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 121,196,839 株 18 年９月中間期 125,196,839 株 19 年３月期 123,196,839 株 
  ②期末自己株式数       
 19 年９月中間期 5,683,661 株 18 年９月中間期 7,720,866 株 19 年３月期 6,515,983 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、29 ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 
 
（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 29,703 (△7.9) 1,066 (△13.9) 1,462 (△2.3) 935 (△50.5)
18 年９月中間期 32,247 (7.3) 1,239 (△8.7) 1,497 (△10.5) 1,890 (134.2)
19 年３月期 65,271 ― 2,744 ― 3,148 ― 2,791 ―

 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 円 銭 

19 年９月中間期 8  05 
18 年９月中間期 15  99 
19 年３月期 23  70 

 
(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 85,664 47,512 55.5 410 84 
18 年９月中間期 84,678 47,249 55.8 401 75 
19 年３月期 86,049 48,364 56.2 414 02 

（参考） 自己資本 19 年９月中間期 47,512 百万円 18 年９月中間期 47,249 百万円 19 年３月期 48,364 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 62,500 (△4.4) 2,600 (△55.3) 3,100 (△1.5) 1,800 (△55.1) 15 52
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＊ 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５月 15 日に公表しました平成 20 年３月期業績予想を修正しております。本日公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご覧下さい。 
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 １．経営成績 
 （１）経営成績に関する分析 

当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）におけるわが国経済は、好調な企業業績を背
景に民間設備投資は堅調に推移し、引き続き回復基調を保っております。しかしながら、原油価格の高騰で原材料高
の影響とともに、米国のサブプライムローン問題に端を発した欧米における金融市場の混乱がわが国経済に悪影響を
及ぼす懸念もあり、景気先行きは不透明感を増しています。 

このような環境下で当社グループは、経営目標の達成に向けて重点戦略分野への経営資源の投入、コスト削減や製
品価格の改定等による採算の改善に取り組んでまいりましたが、引き続く原材料価格の高騰、急激な環境変化の影響
を大きく受けております。 

当中間連結会計期間の売上高は358億58百万円（前年同期比4.2％減）となりました。利益面では、度重なる原材料
価格の高騰に製品価格の改定ならびにコスト削減でカバーできず、経常利益は13億２百万円（前年同期比23.8％減）、
中間純利益は７億59百万円（前年同期比50.0％減）と減益におわりました。 

 
次に部門別の営業の概況をご報告申し上げます。 
＜産業用製品事業＞ 

一般フィルムは市況の低迷、原材料価格の高騰によりコスト上昇の厳しい環境のなか、売上は横這いとなりました。農
業用フィルムは、原油高騰による生産資材節約の影響で売上減となりました。壁紙は、建築基準法の改正の影響により
住宅着工件数が減少し、売上減となりました。フレキシブルコンテナーバックは、合成樹脂市場を中心に堅調な需要を
維持しております。自動車内装材は、自動車メーカーが引き続き好調で売上増となりました。粘着テープは、製品価格
への改定が難航しておりますが、数量は伸び売上増となりました。工業テープは、IT関連向けの需要増加により、売上
増となりました。 

部門全体の売上高は、187億84百万円（前年同期比0.2％増）となりました。 
 

＜生活用品事業＞ 
コンドームは、少子高齢化や晩婚化の影響により市場が縮小するなか、新商品の上市等を行いましたが、売上横這

いとなりました。除湿剤は、ブランド評価が高まり、売上増となりました。カイロは、新規取引先の増加と新商品投入により
売上増となりました。メディカル製品は、全体として堅調に推移しました。手袋は、全体として好調に推移し、売上増とな
りました。食品包装用ラップは、営業用ラップは堅調に推移しましたが、業務用ラップは市況低迷により売上減となりまし
た。今期より事業譲受した食品保存用ピチット製品は、堅調に推移しました。シューズは、価格低迷により市況の厳しい
中、グループ事業の再編を行い、新たな商品の開発により事業の拡大を図っております。なお、シューズ事業の連結グ
ループ内における再編成により、従来、親会社が行っていたグループ外への販売を連結子会社である世界長㈱に移管
しております。これに伴い、親会社が行っている仕入代行については取扱手数料のみ売上計上しております。ブーツ・
作業靴は、原材料の値上げや為替の影響により売上減となりました。雨衣類は、空梅雨と猛暑のため売上減となりまし
た。 

部門全体の売上高は、170億66百万円（前年同期比7.6％減）となりました。 
 

＜その他事業＞ 

その他事業の大部分は、物流事業の受託であり、売上高は７百万円となりました。 
 

下期の見通しにつきましては、景気拡大には一服感が出ており、原油価格の上昇や円高リスクに加え、米国経済の
動向などが懸念され、先行き予断を許さない状況にあります。このような状況のもと、当社グループは、環境にやさしい
企業理念のもと、事業採算の抜本的な改善を行うとともに、原材料価格の高騰に伴う製品価格の改定や生産性の向上・
開発能力の拡大等を図るなど事業の伸長に取り組んでまいります。 

 
 （２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当中間連結会計期間末における総資産は 852 億 84 百万円で前連結会計年度末と比較して 14 億 78 百万円減少し

ました。流動資産は 423 億 81 百万円で４億 89 百万円減少しておりますが、主な減少は受取手形８億 20 百万円、売掛

金６億 63 百万円であり、主な増加は現金及び預金の 10 億 39 百万円であります。固定資産は 429 億３百万円で、９億

88 百万円減少し、主な減少は投資有価証券の９億 59 百万円であります。 

総負債額は 388 億 63 百万円で５億 64 百万円減少しました。主な減少は長短借入金 10 億 47 百万円、支払手形２

億 94 百万円、設備関係支払手形（流動負債その他のうち）６億 17 百万円であり、主な増加は社債発行による収入 15

億円であります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 82 億 88 百万円（前連結会計期間末比

10 億 39 百万円増）となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りで

あります。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における営業活動によって増加した資金は 32 億 46 百万円（前年同期比 18 億 27 百万円収入

増）でありました。これは主に税金等調整前当期純利益 14 億 58 百万円、減価償却費 12 億 32 百万円、売上債権の減

少 15 億 23 百万円による収入と、役員退職慰労引当金の減少５億 42 百万円、たな卸資産の増加による２億 95 百万円

による支出であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における投資活動によって減少した資金は 17 億 42 百万円（前年同期比３億 79 百万円支出

増）でありました。主な支出は固定資産取得による支出 15 億 87 百万円及び投資有価証券取得による支出４億 62 百万

円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における財務活動によって減少した資金は５億 11 百万円（前年同期比 10 億 98 百万円収入

増）でありました。主な収入は社債発行による 14 億 76 百万円、長短借入金の収入 48 億 70 百万円であり、主な支出は

長短借入金の返済 59 億 37 百万円、自己株式の取得４億 83 百万円、配当金４億 35 百万円の支出であります。 

 
  当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りとなっております。 

 平成 17 年９月期 平成 18 年９月期 平成 19 年９月期 
自己資本比率（％） 53.53 54.61 54.43 
時価ベースの 
自己資本比率（％） 

60.20 59.91 54.58 

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率（年） 

1.05 2.03 0.93 

インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ（倍） 

58.79 31.92 69.03 

    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 
    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 
    ＊各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
    ＊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。 
    ＊キャッシュ・フローは、中間連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、

中間連結貸借対照表の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、利払いにつきましては、

中間連結キャッシュ・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、活動領域の中で常に企業体質の強化を図り収益力の向上に努めてまいりましたが、その利益の配分は株主

各位への利益還元としての配当の継続と自己株式取得及び自己株式消却で行っており、さらに今後も継続いたします。

また将来の事業展開のための内部留保金の充実を図ってまいります。 

内部留保金につきましては技術・商品の開発、人材育成、新規設備及び物流合理化への投資、並びに相乗効果が

期待できる企業買収や事業の譲り受けへの投資等を行なっていく方針です。 
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 ２．企業集団の状況 
 当社及び当社の関係会社（子会社 22 社及び関連会社１社）においては、産業用製品事業（主要製品：プラスチックフィルム、建装・産業資材）

と生活用品事業（主要製品：医療・日用品、シューズ、衣料・スポーツ用品）の製造及び販売を主な内容として密接な相互協力のもと、活動を展

開しております。 

 事業内容の当社と関係会社の位置付けは次の通りであります。なお、事業区分と事業別セグメント区分は同一のものであります。 

事業区分 主要製品 主要製造会社 主要販売・取扱会社 

プラスチックフィルム 当社 
当社 
オカモト新和㈱ （注３） 
Okamoto U.S.A.,Inc. 

産業用製品事業 

建装・産業資材 
当社 
Okamoto Sandusky Manufacturing LLC. （注２） 

当社 
オカモト新和㈱ （注３） 
Okamoto U.S.A.,Inc. 
岡本(香港)有限公司 
岡本化成国際貿易(深圳)有限公司 
岡本貿易(深圳)有限公司 

医療・日用品 

当社 
ヒルソン・デック㈱ 
イチジク製薬㈱ 
Siam Okamoto Co.,Ltd. 
Apollotex Co.,Ltd. 
Okamoto Rubber Products Co.,Ltd. 

当社 
イチジク製薬㈱ 
岡本(香港)有限公司 
Okamoto U.S.A.,Inc. 
森川産業㈱ 

シューズ 

当社 
㈱岡本ソーイング 
岡本(香港)有限公司 
㈱ユニオン・ロイヤル 

当社 
㈱ユニオン・ロイヤル 
ボヌール販売㈱ 
世界長㈱ 

生活用品事業 

衣料・スポーツ用品 

当社 
岡本(香港)有限公司 
Okamoto Vietnam Co.,Ltd. 
Vina Okamoto Co.,Ltd. （注１） 

当社 

その他事業 製品保管及び輸送 ― オカモト通商㈱ 
（注１）Vina Okamoto Co.,Ltd.は平成 19 年６月 18 日に設立しております。 
（注２）Okamoto Sandusky Manufacturing LLC.は平成 19 年７月 27 日に設立しております。 
（注３）オカモト新和㈱は平成 19 年 10 月１日付けでオカモト化成品㈱に商号変更しております。 

 〔事業の系統図〕 

得   意   先 
 
 

(海外製造・販売会社)  (海外販売会社)  (国内販売会社) (国内製造・販売会社)  (国内製造・販売会社)
＊Okamoto U.S.A.,Inc. 
＊岡本(香港)有限公司 

 岡本化成国際貿易

(深圳)有限公司 
岡本貿易(深圳)有限

公司 

 ＊オカモト新和㈱ 
＊ボヌール販売㈱ 
＊世界長㈱ 
☆森川産業㈱ 

＊㈱ユニオン・ロイヤル  ＊イチジク製薬㈱ 

 
 

当       社 
 
 

(海外製造会社) (国内製造会社)  
(製品の保管・運送) 

(保険代理業) 
＊Siam Okamoto Co.,Ltd. 

Apollotex Co.,Ltd. 
Okamoto Rubber Products Co.,Ltd. 
Okamoto Vietnam Co.,Ltd. 
Okamoto Sandusky Manufacturing LLC. 
Vina Okamoto Co.,Ltd. 

 ＊㈱岡本ソーイング 
＊ヒルソン・デック㈱ 

 ＊オカモト通商㈱ 
 ホンゴウサービス㈱ 

  ＊連結子会社 
  ☆持分法適用関連会社 
  ←製品の流れ 
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３．経営方針 

 
 （１）会社の経営の基本方針、（２）中長期的な会社の経営戦略、（３）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 15 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。 
（当社のホームページ） 

http://www.okamoto-inc.jp 

（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．中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結貸借対照表 
 

 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 
要約連結貸借対照表 

 

 （平成 18 年９月 30 日） （平成 19 年９月 30 日） （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  6,754 8,393   7,354

2 受取手形及び売掛金 ＊4  21,805 21,517   23,001

3 たな卸資産  11,660 11,175   10,856

4 繰延税金資産  710 477   504

5 その他  1,394 1,016   1,354

6 貸倒引当金  △122 △199   △198

流動資産合計   42,203 49.9 42,381 49.7  42,871 49.4

Ⅱ 固定資産     

1 有形固定資産 ＊1    

(1) 建物及び構築物 ＊2  6,830 6,927   6,839

(2) 機械装置及び運搬具  5,993 6,181   6,433

(3) 土地 ＊2  3,633 3,522   3,602

(4) 建設仮勘定  126 282   213

(5) その他  443 448   446

有形固定資産合計   17,027 20.1 17,362 20.4  17,535 20.2

2 無形固定資産  642 0.8 658 0.7  554 0.7

3 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  23,652 23,926   24,886

(2) 繰延税金資産  33 38   44

(3) その他  1,089 1,018   971

(4) 貸倒引当金  △137 △102   △101

投資その他の資産合計   24,639 29.2 24,881 29.2  25,800 29.7

固定資産合計   42,309 50.1 42,903 50.3  43,891 50.6

資産合計   84,513 100.0 85,284 100.0  86,763 100.0
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 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 
要約連結貸借対照表 

 

 （平成 18 年９月 30 日） （平成 19 年９月 30 日） （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 支払手形及び買掛金 ＊4  17,298 16,852   16,673

2 短期借入金 ＊2  5,747 3,540   5,588

3 未払法人税等  175 562   330

4 賞与引当金  862 782   796

5 役員賞与引当金  25 ―   ―

6 その他 ＊2  3,508 3,797   4,385

流動負債合計  27,617 32.7 25,535 30.0  27,774 32.0

Ⅱ 固定負債    

1 社債  ― 1,500   ―

2 長期借入金 ＊2  20 1,020   20

3 繰延税金負債  5,240 5,631   6,147

4 退職給付引当金  2,916 2,856   2,901

5 役員退職慰労引当金  545 28   571

6 負ののれん  520 374   447

7 その他 ＊2  1,499 1,916   1,565

固定負債合計  10,742 12.7 13,328 15.6  11,653 13.4

負債合計  38,360 45.4 38,863 45.6  39,428 45.4

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本     

1 資本金   13,047 15.4 13,047 15.3  13,047 15.0

2 資本剰余金   5,359 6.3 3,828 4.5  4,599 5.3

3 利益剰余金   20,286 24.0 21,033 24.6  20,711 23.9

4 自己株式   △2,939 △3.4 △2,226 △2.6  △2,513 △2.8

株主資本合計   35,754 42.3 35,682 41.8  35,845 41.4

Ⅱ 評価・換算差額等     

1 その他有価証券 
評価差額金 

  10,442 10,596   11,445 13.2

2 繰延ヘッジ損益   18 △24   1 0.0

3 為替換算調整勘定   △62 166   42 0.0

評価・換算差額等合計   10,398 12.3 10,738 12.6  11,489 13.2

純資産合計   46,153 54.6 46,421 54.4  47,335 54.6

負債純資産合計   84,513 100.0 85,284 100.0  86,763 100.0
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(2) 中間連結損益計算書 

 
 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 
要約連結損益計算書 

 

 (自 平成 18 年４月１日  (自 平成 19 年４月１日  (自 平成 18 年４月１日  
  至 平成 18 年９月 30 日 ) 至 平成 19 年９月 30 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  37,411 100.0 35,858 100.0  75,794 100.0
Ⅱ 売上原価  28,965 77.4 28,219 78.7  58,889 77.7

 売上総利益  8,446 22.6 7,638 21.3  16,904 22.3
Ⅲ 販売費及び一般管理費    

1 荷造運賃 1,733 1,511  3,423 
2 その他の販売費 1,405 1,370  2,843 
3 給与・賞与 1,510 1,468  3,307 
4 引当金繰入額 460 ―  525 
5 賞与引当金繰入額 ― 283  ― 

6 退職給付引当金繰入額 ― 57  ― 

7 
役員退職慰労引当金 
繰入額 ― 14  ― 

8 貸倒引当金繰入額 ― 0  ― 
9 その他の一般管理費 1,908 7,019 18.8 1,905 6,610 18.4 3,853 13,953 18.4

 営業利益  1,426 3.8 1,028 2.9  2,950 3.9
Ⅳ 営業外収益    

1 受取利息 5 7  12 
2 受取配当金 159 194  215 
3 不動産賃貸料 145 157  272 
4 為替差益 ― ―  4 
5 負ののれん償却額 86 72  159 
6 持分法による投資利益 1 10  16 
7 その他 53 452 1.2 71 514 1.4 158 839 1.1

Ⅴ 営業外費用    
1 支払利息 44 46  90 
2 賃貸不動産管理費 61 80  117 
3 為替差損 ― 28  ― 
4 その他 64 170 0.4 84 240 0.7 114 322 0.4

 経常利益  1,708 4.6 1,302 3.6  3,467 4.6
Ⅵ 特別利益    

1 固定資産売却益 ＊1 36 12  139 
2 投資有価証券売却益 124 161 0.4 167 179 0.5 179 318 0.4

Ⅶ 特別損失    
1 固定資産売却損 ＊2 12 2  13 
2 固定資産除却損 ＊2 4 9  53 
3 たな卸資産評価損 51 ―  183 
4 減損損失 ＊3 ― ―  80 
5 その他 7 76 0.2 12 23 0.1 43 375 0.5

 
税金等調整前中間 
(当期)純利益  1,793 4.8 1,458 4.0  3,411 4.5

 
法人税、住民税及び 
事業税 201 593  524 

 法人税等調整額 74 276 0.7 105 698 1.9 502 1,027 1.4

 中間(当期)純利益  1,517 4.1 759 2.1  2,384 3.1
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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） 

株主資本 
項目 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
平成 18 年３月 31 日残高（百万円） 13,047 5,359 19,265 △2,289 35,382
中間連結会計期間中の変動額  
 剰余金の配当 △446  △446
 役員賞与 △50  △50
 中間純利益 1,517  1,517
 自己株式の取得 △649 △649
 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） 
 

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） ― ― 1,021 △649 371
平成 18 年９月 30 日残高（百万円） 13,047 5,359 20,286 △2,939 35,754

 
評価・換算差額等 

項目 その他有価証券

評価差額金 
繰延ヘッジ損益

為替換算 
調整勘定 

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） 12,007 ― △70 11,937 47,319
中間連結会計期間中の変動額  
 剰余金の配当  △446
 役員賞与  △50
 中間純利益  1,517
 自己株式の取得  △649
 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） 
△1,565 18 8 △1,538 △1,538

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） △1,565 18 8 △1,538 △1,166
平成 18 年９月 30 日残高（百万円） 10,442 18 △62 10,398 46,153

 
 

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） 

株主資本 
項目 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
平成 19 年３月 31 日残高（百万円） 13,047 4,599 20,711 △2,513 35,845
中間連結会計期間中の変動額  
 剰余金の配当 △438  △438
 中間純利益 759  759
 自己株式の取得 △484 △484
 自己株式の消却 △770 770 ―

 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） 
 

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） ― △770 321 286 △162
平成 19 年９月 30 日残高（百万円） 13,047 3,828 21,033 △2,226 35,682

 
評価・換算差額等 

項目 その他有価証券

評価差額金 
繰延ヘッジ損益

為替換算 
調整勘定 

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） 11,445 1 42 11,489 47,335
中間連結会計期間中の変動額  
 剰余金の配当  △438
 中間純利益  759
 自己株式の取得  △484
 自己株式の消却  ―

 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） 
△849 △26 124 △751 △751

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） △849 △26 124 △751 △913
平成 19 年９月 30 日残高（百万円） 10,596 △24 166 10,738 46,421
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前事業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） 

株主資本 
項目 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
平成 18 年３月 31 日残高（百万円） 13,047 5,359 19,265 △2,289 35,382
連結会計年度中の変動額  
 剰余金の配当 △887  △887
 当期純利益 2,384  2,384
 役員賞与 △50  △50
 自己株式の取得 △983 △983
 自己株式の消却 △760 760 ―

 株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額） 
 

連結会計年度中の変動額合計（百万円） ― △760 1,446 △223 462
平成 19 年３月 31 日残高（百万円） 13,047 4,599 20,711 △2,513 35,845

 
評価・換算差額等 

項目 その他有価証券

評価差額金 
繰延ヘッジ損益

為替換算 
調整勘定 

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） 12,007 ― △70 11,937 47,319
連結会計年度中の変動額  
 剰余金の配当  △887
 当期純利益  2,384
 役員賞与  △50
 自己株式の取得  △983
 自己株式の消却  ―

 株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額） 
△562 1 112 △447 △447

連結会計年度中の変動額合計（百万円） △562 1 112 △447 15
平成 19 年３月 31 日残高（百万円） 11,445 1 42 11,489 47,335
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
   

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

   (自 平成 18 年４月１日 (自 平成 19 年４月１日 (自 平成 18 年４月１日 
   至 平成 18 年９月 30 日) 至 平成 19年９月 30 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     
1 税金等調整前中間（当期）純利益  1,793 1,458 3,411 
2 減価償却費  1,061 1,232 2,245 
3 減損損失  ― ― 80 
4 負ののれん償却額  △86 △72 △159 
5 持分法による投資利益  △1 △10 △16 
6 賞与引当金の増減額(△は減少)  49 △14 △17 
7 役員賞与引当金増加額  25 ― ― 
8 貸倒引当金の増加額  7 0 48 
9 退職給付引当金の減少額  △90 △45 △104 

10 役員退職慰労引当金の増減額  17 △542 43 
11 受取利息及び受取配当金  △164 △202 △227 
12 支払利息  44 47 90 
13 為替差損益(△は益)  △3 4 △0 
14 投資有価証券売却益  △124 △167 △179 
15 有形固定資産除却損  4 9 53 
16 有形固定資産売却益  △36 △12 △139 
17 有形固定資産売却損  12 2 13 
18 売上債権の減少額  2,067 1,523 837 
19 たな卸資産の増加額  △931 △295 △101 
20 その他資産の増減額(△は増加)  △381 △44 53 
21 仕入債務の増減額(△は減少)  △393 118 △1,083 
22 その他負債の増加額  30 57 391 
23 役員賞与  △50 ― △50 
24 その他  △16 △6 △30 

  小計  2,834 3,040 5,160 
25 利息及び配当金の受取額  163 203 231 
26 利息の支払額  △44 △47 △90 
27 法人税等の支払・還付額（純額）  △1,534 50 △2,146 

 営業活動によるキャッシュ･フロー  1,419 3,246 3,154 
Ⅱ  投資活動によるキャッシュ･フロー     

1 定期預金の預入れによる減少額  ― △105 ― 
2 定期預金の払戻しによる増加額  ― 105 ― 
3 有形・無形固定資産取得による支出  △1,418 △1,587 △2,505 
4 有形・無形固定資産売却による収入  124 125 296 
5 投資有価証券の取得による支出  △277 △462 △315 
6 投資有価証券の売却による収入  142 198 711 
7 その他投資にかかる収支  67 △16 150 

 投資活動によるキャッシュ･フロー  △1,362 △1,742 △1,662 
Ⅲ  財務活動によるキャッシュ･フロー     

1 短期借入金による収入  760 3,870 1,570 
2 短期借入金の返済による支出  △1,260 △930 △2,160 
3 長期借入金による収入  ― 1,000 ― 
4 長期借入金の返済による支出  △15 △5,007 △30 
5 社債発行による収入  ― 1,476 ― 
6 配当金の支払額  △444 △435 △883 
7 自己株式の取得による支出  △649 △483 △983 

 財務活動によるキャッシュ･フロー  △1,609 △511 △2,487 
Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額  △20 46 21 
Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △1,573 1,039 △974 
Ⅵ  現金及び現金同等物期首残高  8,223 7,249 8,223 
Ⅶ  現金及び現金同等物中間期末(期末)残高 ＊1 6,649 8,288 7,249 
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   (5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

 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 
 （自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
 至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年３月 31 日 ） 

１ 連結の範囲に関する事

項 
（1）連結子会社の数 12 社 （1）連結子会社の数 11 社 （1）連結子会社の数 11 社 

 
 
 
 
 
 

主要な連結子会社名 
オカモト通商㈱、オカモト新

和㈱、ヒルソン・デック㈱、

㈱岡本ソーイング、ボヌール

販売㈱、世界長㈱、㈱ユニオ

ン・ロイヤル、イチジク製薬

㈱、岡本 (香港 )有限公司、

Okamoto U.S.A.,Inc.、 
Siam Okamoto Co.,Ltd. 

主要な連結子会社名 
オカモト通商㈱、オカモト新和

㈱、ヒルソン・デック㈱、㈱岡

本ソーイング、ボヌール販売

㈱、世界長㈱、㈱ユニオン・ロ

イヤル、イチジク製薬㈱、岡本

(香港)有限公司、 
Okamoto U.S.A.,Inc.、 
Siam Okamoto Co.,Ltd.   

主要な連結子会社名 
オカモト通商㈱、オカモト新和

㈱、ヒルソン・デック㈱、㈱岡

本ソーイング、ボヌール販売

㈱、世界長㈱、㈱ユニオン・ロ

イヤル、イチジク製薬㈱、岡本

(香港)有限公司、 
Okamoto U.S.A.,Inc.、 
Siam Okamoto Co.,Ltd. 
従来、連結子会社であった東京

オカモト販売㈱は、会社清算に

伴い当連結会計年度より連結

の範囲から除外しております。

 （2）主要な非連結子会社の名称 （2）主要な非連結子会社の名称 （2）主要な非連結子会社の名称 
 
 
 
 
 

ホンゴウサービス㈱、

Apollotex Co.,Ltd.、 
Okamoto Rubber Products 
Co.,Ltd.、 
Okamoto Vietnam Co.,Ltd.、
岡本化成国際貿易(深圳)有限

公司 
岡本貿易(深圳)有限公司 

ホンゴウサービス㈱、

Apollotex Co.,Ltd.、 
Okamoto Rubber Products 
Co.,Ltd.、 
Okamoto Vietnam Co.,Ltd.、
岡本化成国際貿易(深圳)有限

公司 
岡本貿易(深圳)有限公司 
Vina Okamoto Co.,Ltd. 
Okamoto Sandusky 
Manufacturing LLC. 
なお、Vina Okamoto Co.,Ltd.
は平成 19 年６月 18 日、

Okamoto Sandusky 
Manufacturing LLC.は平成

19 年７月 27 日に設立してお

ります。 

ホンゴウサービス㈱、

Apollotex Co.,Ltd.、 
Okamoto Rubber Products 
Co.,Ltd.、 
Okamoto Vietnam Co.,Ltd.、
岡本化成国際貿易(深圳)有限

公司 
岡本貿易(深圳)有限公司 

 連結の範囲から除いた理由 連結の範囲から除いた理由 連結の範囲から除いた理由 
 
 
 
 
 

非連結子会社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資

産、売上高、中間純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためでありま

す。 

同左 非連結子会社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資

産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。 

２ 持分法の適用に関する

事項 
（1）持分法適用の非連結子会社 

の数 0 社 
（1）持分法適用の非連結子会社 

の数 0 社 
（1）持分法適用の非連結子会社 

の数 0 社 
 （2）持分法適用の関連会社の数

1 社 
（2）持分法適用の関連会社の数

1 社 
（2）持分法適用の関連会社の数

1 社 
 会社名 森川産業㈱ 同左 同左 
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 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 
 （自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
 至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年３月 31 日 ） 

 （3）持分法を適用しない非連結子

会社のうち主要な会社等の名

称 

（3）持分法を適用しない非連結子

会社のうち主要な会社等の名

称 

（3）持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要

な会社等の名称 
 ホンゴウサービス㈱、 

Apollotex Co.,Ltd.、 
Okamoto Rubber Products 
Co.,Ltd.、 
Okamoto Vietnam Co.,Ltd.、 
岡本化成国際貿易(深圳)有限公

司 
岡本貿易(深圳)有限公司 

  ホンゴウサービス㈱、 
Apollotex Co.,Ltd.、 
Okamoto Rubber Products 
Co.,Ltd.、 
Okamoto Vietnam Co.,Ltd.、 
岡本化成国際貿易(深圳)有限公

司 
  岡本貿易(深圳)有限公司 

Vina Okamoto Co.,Ltd. 
Okamoto Sandusky 
Manufacturing LLC. 

  ホンゴウサービス㈱、 
Apollotex Co.,Ltd.、 
Okamoto Rubber Products 
Co.,Ltd.、 
Okamoto Vietnam Co.,Ltd.、 
岡本化成国際貿易(深圳)有限公

司 
  岡本貿易(深圳)有限公司 

 持分法を適用しない理由 持分法を適用しない理由 持分法を適用しない理由 
 
 
 
 

 

持分法非適用会社は、それぞ

れ中間純損益(持分に見合う額)
及び利益剰余金(持分に見合う

額)等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用から

除外しております。 

   同左 持分法非適用会社は、それぞ

れ当期純損益(持分に見合う額)
及び利益剰余金(持分に見合う

額)等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用から

除外しております。 
中間決算日が中間連結決算日と

異なる場合の内容等 
中間決算日が中間連結決算日と

異なる場合の内容等 
決算日が連結決算日と異なる場

合の内容等 
３ 連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項 連結子会社のうち岡本(香港)
有限公司、Okamoto 
U.S.A.,Inc.、Siam Okamoto 
Co.,Ltd.、の中間決算日は６月

30 日であり、ボヌール販売㈱の

中間決算日は７月 31 日であり

ます。 
４社とも中間連結決算日と

の差異は３ケ月以内であり、か

つ、その間における取引は、中

間連結財務諸表に重要な影響

を与えていないため、中間連結

財務諸表の作成に当っては同

日現在の中間財務諸表を使用

しております。 

同左 連結子会社のうち岡本(香港)
有限公司、Okamoto 
U.S.A.,Inc.、Siam Okamoto 
Co.,Ltd.、の決算日は 12 月 31
日であり、ボヌール販売㈱の決

算日は 1 月 31 日であります。

４社とも連結決算日との差

異は３ケ月以内であり、かつ、

その間における取引は、連結財

務諸表に重要な影響を与えて

いないため、事業年度の財務諸

表を基礎として連結を行って

おります。 
なお、その他の連結子会社の

事業年度の末日は連結決算日

と一致しております。 
４ 会計処理基準に関する

事項 
   

① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 （1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 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 
 中間連結会計期間末日の

市場価格等に基づく時価法

(評価差額金は、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)  

   同左     連結会計年度末日の市場

価格等に基づく時価法(評価

差額金は、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) 
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 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 
 （自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
 至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年３月 31 日 ） 

 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 
 ② たな卸資産 ② たな卸資産 ② たな卸資産 
 主として総平均法による低

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）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 親会社及び国内連結子会

社は、定率法によっておりま

す。 
ただし、平成 10 年４月１

日以降取得した建物(建物附

属設備を除く)については、定

額法を採用しております。 
また、在外連結子会社は所

在地国の会計基準の規定に

基づく償却方法によってお

ります。 
なお、主な耐用年数は次の

通りであります。 

    同左     同左 

 建物及び構築物  ７～50 年 
機械装置及び運搬具４～10 年 

  

  （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

83 号))に伴い、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。 
また、当該変更に伴う損益に与

える影響は軽微であります。 

 

  （追加情報）  
  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 115百万円、

営業利益が 118 百万円、経常利益

が 119 百万円、税金等調整前中間

純利益が 119 百万円、中間純利益

が 119百万円それぞれ減少してお

ります。 
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 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 
 （自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
 至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年３月 31 日 ） 

 ② 無形固定資産  ② 無形固定資産  ② 無形固定資産 
 
 
 
 
 
 

定額法によっております。

ただし、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

く定額法を採用しておりま

す。 
また、のれんについては、

５年での均等償却を行って

おります。 

定額法によっております。

ただし、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

く定額法を採用しておりま

す。 

同左 

 ① 貸倒引当金  ① 貸倒引当金  ① 貸倒引当金 （3）重要な引当金の計上基 

準 債権の貸倒による損失に

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 
 
 
 

従業員に対する賞与の支

給に備えて、過去の実績に基

づき支給見込額を計上して

おります。 

    同左     同左 

  ③ 役員賞与引当金   
 
 
 
 

役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、当連

結会計年度における支給見

込額に基づき、当中間連結会

計期間に見合う分を計上し

ております。 

  

 （会計方針の変更）   
 当中間連結会計期間より「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。 
これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利

益が 25 百万円減少しておりま

す。 
なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。 
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 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 
 （自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
 至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 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。 
なお、過去勤務債務につい

ては、その発生額を一括償却

しております。数理計算上の

差異については、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、翌連結会

計年度から費用処理するこ

ととしております。 

    同左 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計上して

おります。 
なお、過去勤務債務につい

ては、その発生額を一括償却

しております。数理計算上の

差異については、各連結会計

年度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、翌連結会計年度から費用

処理しております。 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 ⑤ 役員退職慰労引当金 ⑤ 役員退職慰労引当金 
 役員の退任による退職慰

労金の支給に備えるため、会

社内規に基づく中間連結会

計期間末要支給額を計上し

ております。 

役員の退任による退職慰労

金の支給に備えるため、会社

内規に基づく中間連結会計期

間末要支給額を計上しており

ます。 
  （追加情報） 

親会社は平成 19 年６月 28
日開催の定時株主総会終結の

時をもって役員退職慰労金制

度を廃止する決議を行ってお

ります。これに伴い、在任期

間を対象とする退職慰労金の

打切り支給を当該総会にて決

議されております。 
なお、在任期間を対象とす

る退職慰労金相当額について

は固定負債のその他に計上し

ております。 

役員の退任による退職慰労

金の支給に備えて、会社内規

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 

 ① ヘッジ会計の方法  ① ヘッジ会計の方法  ① ヘッジ会計の方法 （5）重要なヘッジ会計の方 

法 繰延ヘッジ処理によって

おります。為替予約が付され

ている外貨建金銭債権債務

については、振当処理を行っ

ております。 

    同左     同左 
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 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 
 （自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
 至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年３月 31 日 ） 

 金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしてお

りますので、特例処理を採用

しております。 

  

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象  ② ヘッジ手段とヘッジ対象  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
 （ヘッジ手段）   （ヘッジ手段）   （ヘッジ手段） 
 為替予約取引    同左    同左 
 金利スワップ取引   
 （ヘッジ対象）   （ヘッジ対象）   （ヘッジ対象） 
 外貨建金銭債権債務及び外貨

建予定取引 
同左 同左 

 定期預金の利息   
 借入金の利息   
 ③ ヘッジ方針  ③ ヘッジ方針  ③ ヘッジ方針 
 主として親会社は、基本的

に通常の営業取引の範囲内

で、外貨建金銭債権債務に係

る為替相場の変動を回避す

る目的で為替予約取引を行

っております。また、定期預

金及び借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で金利

スワップ取引を行っており

ます。 

   同左    同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法  ④ ヘッジ有効性評価の方法  ④ ヘッジ有効性評価の方法 
 為替予約については、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、

ヘッジ開始以降、継続して相

場変動を完全に相殺と想定

することができるため、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一である

ことを確認することにより、

有効性の判定に代えており

ます。 
金利スワップについては、

特例処理によっているため、

有効性の評価を省略してお

ります。 

   同左    同左 

（6）その他中間連結財務諸

表（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

について 
消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によってお

ります。 

   同左    同左 
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 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 
 （自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
 至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年３月 31 日 ） 

５ 中間連結キャッシュ・

フロー計算書（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、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

ケ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 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、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ケ月以内に償

還期限の到来する短期投資から

なっております。 

    

 
(6) 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 

 
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 

（自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 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） 
 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等） 
  当中間連結会計期間から「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 46,134 百万円であります。 
  中間連結財務諸表規則の改正により、当

中間連結会計期間における中間連結財務諸

表は、改正後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

   当連結会計年度から、「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 47,333 百万円であります。 
  連結財務諸表規則の改正により、当連結

会計年度における連結財務諸表は、改正後

の連結財務諸表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

会計基準の一部改正） 
 （自己株式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準の一部改正） 
  当中間連結会計期間から、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。 
  中間連結財務諸表規則の改正により、当

中間連結会計期間における中間連結財務諸

表は、改正後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

   当連結会計年度から、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。 
  連結財務諸表規則の改正により、当連結

会計年度における連結財務諸表は、改正後

の連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 
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  表示方法の変更 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  

至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 日 ） 
（中間連結貸借対照表） （中間連結貸借対照表） 
  「連結調整勘定」は、当中間連結会計期間から「負ののれん」と

して表示しております。 
 

  
（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書） 
１ 前中間連結会計期間において営業外費用に区分掲記しておりま

した「売上割引」については、営業外費用の総額の 100 分の 10 以

下となったため、営業外費用の「その他」（５百万円）に含めて表

示しております。 

１ 前中間連結会計期間において営業外費用「その他」に含めて表示

しておりました「為替差損」（前中間連結会計期間 11 百万円）につ

いては、営業外費用の総額の 100 分の 10 を超えたため、当中間連結

会計期間より区分掲記しております。 
２ 「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間から「負ののれ

ん償却額」として表示しております。 
２ 前中間連結会計期間において販売管理費及び一般管理費「引当金

繰入額」と表示しておりました「賞与引当金繰入額」「退職給付引当

金繰入額」「役員退職慰労引当金繰入額」「貸倒引当金繰入額」につ

いて、当中間連結会計期間より区分掲記しております。 
（中間連結キャッシュ・フロー計算書） （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 
  「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間から「負ののれ

ん償却額」として表示しております。 
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（7） 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 

（平成 18 年９月 30 日） （平成 19 年９月 30 日） （平成 19 年３月 31 日） 
＊1 有形固定資産の減価償却累計額 ＊1 有形固定資産の減価償却累計額 ＊1 有形固定資産の減価償却累計額 

 41,563 百万円  43,594 百万円 42,401 百万円 
＊2 担保資産 ＊2 担保資産 ＊2 担保資産 
 (1)土地 31 百万円(帳簿価額)は、退職金

負担額 659 百万円(固定負債その他の

うち 439 百万円、流動負債その他の

うち 219 百万円)の担保に供しており

ます。 

 (1)土地 31 百万円(帳簿価額)は、退職金

負担額 439 百万円(固定負債その他の

うち 219 百万円、流動負債その他の

うち 219 百万円)の担保に供しており

ます。 

 (1)土地 31 百万円(帳簿価額)は、退職金

負担額 659百万円(固定負債その他の

うち 439 百万円、流動負債その他の

うち 219百万円)の担保に供しており

ます。 
 (2)土地 23 百万円〈US＄200,100〉(帳

簿 価 額 ) 及 び 建 物 10 百 万 円

〈UD$88,332〉(帳簿価額)は、営業用

資産の取得にかかる借入金21百万円

〈US$180,400〉(長期借入金 20 百万

円、短期借入金０百万円)の担保に供

しております。 

 (2)土地８百万円〈US＄71,725〉(帳簿

価 額 ) 及 び 建 物 10 百 万 円

〈UD$81,756〉(帳簿価額)は、営業用

資産の取得にかかる借入金 21百万円

〈US$173,518〉(長期借入金 20 百万

円、短期借入金０百万円)の担保に供

しております。 

 (2)土地 23 百万円〈US＄200,100〉(帳
簿 価 額 ) 及 び 建 物 21 百 万 円

〈UD$178,360〉(帳簿価額)は、営業

用資産の取得にかかる借入金21百万

円〈US$169,781〉(長期借入金 20 百

万円、短期借入金０百万円)の担保に

供しております。 
3 手形割引高及び裏書譲渡高 3 手形割引高及び裏書譲渡高 3 手形割引高及び裏書譲渡高 

 受取手形割引高 156 百万円  受取手形割引高 230 百万円  受取手形割引高 225 百万円

 受取手形裏書譲渡高 43 百万円  受取手形裏書譲渡高 ― 百万円  受取手形裏書譲渡高 13 百万円

＊4 中間連結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、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

結会計期間末残高から除かれており

ます。 

＊4 中間連結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、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から除かれ

ております。 

＊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、当連結会計年度末日が金融

機関の休日であったため、次の期末

日満期手形を満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。 

 受取手形 800 百万円  受取手形 783 百万円  受取手形 876 百万円

 支払手形 207 百万円  支払手形 158 百万円  支払手形 194 百万円
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（中間連結損益計算書関係） 

 
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 

（自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年３月 31 日 ） 

＊1 固定資産売却益の内訳 ＊1 固定資産売却益の内訳 ＊1 固定資産売却益の内訳 
  土地 28 百万円   土地 12 百万円  土地 69 百万円

  建物及び構築物 7     建物及び構築物 0   建物及び構築物 69  
  計 36 百万円   計 12 百万円  その他 1  
           計 139 百万円

             
＊2 固定資産除却売却損の内訳 ＊2 固定資産除却売却損の内訳 ＊2 固定資産除却売却損の内訳 
  建物及び構築物 0 百万円   建物及び構築物 6 百万円  建物及び構築物 4 百万円

  機械装置及び運搬

具 4     機械装置及び運搬

具 4   機械装置及び運搬

具 15  

  土地 12     その他 0   土地 12  
  その他 0     計 11 百万円  その他 34  
  計 17 百万円      計 67 百万円

         
       ＊3 減損損失 
        当連結会計年度において、当社

グループは以下の資産について

減損損失を計上しております。

        用途 種類 場所 
        

事業

用資

産 

建物、構

築物、工

具器具備

品及びソ

フトウェ

ア 

東京都 ( 足
立区･世田

谷区･葛飾

区･江戸川

区) 

        

事業

用資

産 

建物、構

築物及び

工具器具

備品 

千葉県 ( 松
戸市･東金

市･成田市･

八千代市･

市川市･浦

安市･銚子

市) 
        

事業

用資

産 

建物及び

構築物 

埼玉県 ( 春
日部市･越

谷市･川越

市･本庄市･

北本市･さ

いたま市) 
         
        （経緯） 
         当社グループは、事業用資産につい

ては、稼働率の低下が生じている、あ

るいは見込みであるため、当該資産の

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失(80 百万円)とし

て特別損失に計上しております。 
        （減損損失の内訳） 
         減損損失の内訳は、建物及び構築物

０百万円、リース資産 41 百万円、その

他 38 百万円であります。 
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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 
（自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  

至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年３月 31 日 ） 
     （グルーピングの方法） 
      当社グループは、主に継続的に収支

の把握を行っている管理会計上の区分

別(製品群別)に資産をグルーピングし

ております。ただし、賃貸不動産及び

遊休資産については、個別物件毎に概

ね独立したキャッシュ・フローを生み

出す最小の単位としてグルーピングを

しております。 
    （回収可能額の算定方法等） 
     当該資産の建物及び構築物、リース

資産、その他資産の回収可能価額は正

味売却価額により算定しております。

         

 
 

（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 

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（千株） 125,196 ― ― 125,196 

 

  ２ 自己株式に関する事項 

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（千株） 6,275 1,445 ― 7,720 

 

  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 446 3.75 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６月 29 日

 

（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 

決議 株式の種類 配当の原資 
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 17 日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 440 3.75 平成 18 年９月 30 日 平成 18 年 12 月 11 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 

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（千株） 123,196 ― 2,000 121,196 

 

  ２ 自己株式に関する事項 

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（千株） 6,515 1,167 2,000 5,683 

 

  ３ 配当に関する事項 

    （1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成 19 年６月 28 日 
定時株主総会 

普通株式 438 3.75 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 29 日

 

（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 

決議 株式の種類 配当の原資 
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 13 日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 433 3.75 平成 19 年９月 30 日 平成 19 年 12 月 10 日

 

  前連結会計年度（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 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（千株） 125,196 ― 2,000 123,196 

 

  ２ 自己株式に関する事項 

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 

普通株式（千株） 6,275 2,240 2,000 6,515 

 

  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 446 3.75 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６月 29 日

平成 18 年 11 月 17 日 
取締役会 

普通株式 440 3.75 平成 18 年９月 30 日 平成 18 年 12 月 11 日

 

（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 

決議 株式の種類 配当の原資 
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 利益剰余金 438 3.75 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 29 日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
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 

（自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年３月 31 日 ） 

＊1  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掲記されて

いる金額との関係 

＊1 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掲記されて

いる金額との関係 

＊1 現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている金額

との関係 
  現金及び預金勘

定 
6,754 百万円 

  現金及び預金勘

定 
8,393 百万円

 現金及び預金勘

定 
7,354 百万円

             
  預入期間が 3 か

月を超える定期
預金 

△105  
   預入期間が 3 か

月を超える定期
預金 

△105  
 預入期間が 3 か

月を超える定期
預金 

△105  

  現金及び現金同

等物 6,649 百万円   現金及び現金同

等物 8,288 百万円
 現金及び現金同

等物 7,249 百万円
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  （セグメント情報） 
 

１ 事業の種類別セグメント情報 
 
  前中間連結会計期間（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日）  

 産業用製品 
事業 

（百万円） 

生活用品事業

（百万円） 
その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 18,752 18,474 184 37,411 ― 37,411 

(2) 
 

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 0 358 362 721 （721） ―

   計 18,753 18,832 547 38,133 （721） 37,411
  営業費用 16,962 18,562 550 36,076 （90） 35,985
  営業利益又は営業損失(△) 1,790 270 △3 2,057 （630） 1,426

 
  当中間連結会計期間（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日）  

 産業用製品 
事業 

（百万円） 

生活用品事業

（百万円） 
その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 18,784 17,066 7 35,858 ― 35,858 

(2) 
 

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 2 368 456 827 （827） ―

   計 18,786 17,434 463 36,685 （827） 35,858
  営業費用 17,697 16,811 496 35,006 （175） 34,830
  営業利益又は営業損失(△) 1,089 623 △32 1,679 （651） 1,028

 
  前連結会計年度（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日）  

 産業用製品 
事業 

（百万円） 

生活用品事業

（百万円） 
その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 38,496 36,980 318 75,794 ― 75,794 

(2) 
 

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 2 698 808 1,509 （1,509） ―

   計 38,498 37,678 1,126 77,303 （1,509） 75,794
  営業費用 35,094 36,853 1,146 73,094 （250） 72,843
  営業利益又は営業損失(△) 3,404 825 △19 4,209 （1,258） 2,950

（注）１ 事業区分の方法 
      当社の事業区分の方法は、需要家向け製品の事業としての産業用製品事業と消費者向け製品の事業としての生活用品事業及びその他

事業にセグメンテーションしております。 
   ２ 各事業区分の主要製品 

事業区分 売上区分 主要製品 
プラスチックフィルム プラスチックフィルム、農業用フィルム 

産業用製品事業 
建装・産業資材 

ビニルレザー、壁紙、ポリプレピレンシート、自動車内装材及び部品、布・クラフトテー

プ、工業用テープ、フレキシブルコンテナー 

シューズ 
スポーツカジュアル靴、高級皮革スポーツ靴、高級皮革カジュアル靴、高級紳士靴、 
ブーツ 

医療・日用品 
コンドーム、使い捨てカイロ、炊事手袋、作業手袋、福祉用品、健康用品、食品用ラップ、

食品衛生関連製品、チューブ、除湿剤、医療品、入浴剤、殺虫剤、消臭剤、食品用吸水・

脱水シート 

生活用品事業 

衣料・スポーツ用品 レジャー用品、雨衣、自転車、自動車用タイヤチェーン 
その他事業 その他 倉庫管理、運送、プラント 
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   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 

 前中間連結会計期間 
（百万円） 

当中間連結会計期間 
（百万円） 

前連結会計年度 
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の

項目に含めた配

賦不能営業費用

の金額 

627 627 1,234 
親会社の管理部門に係る費用であ

ります。 

   ４ 前中間連結会計期間における注記 
     「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理に関する事項 (3) 重要な引当金の計上基準 ③ 役員賞与引

当金（会計方針の変更）」に記載の通り、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と比べ、当中間連結会計期間における

消去又は全社の営業費用が 25 百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 
２ 所在地別セグメント情報 

 
  前中間連結会計期間（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日）  

 日本 
（百万円） 

北米 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 34,113 2,319 979 37,411 ― 37,411 

(2) 
 

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 2,090 4 1,578 3,674 （3,674） ―

   計 36,203 2,323 2,558 41,085 （3,674） 37,411
  営業費用 34,279 2,278 2,521 39,079 （3,094） 35,985
  営業利益 1,924 45 36 2,006 （580） 1,426

 
  当中間連結会計期間（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日）  

 日本 
（百万円） 

北米 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 33,007 2,235 615 35,858 ― 35,858 

(2) 
 

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 2,083 8 1,324 3,415 （3,415） ―

   計 35,090 2,244 1,939 39,274 （3,415） 35,858
  営業費用 33,418 2,254 1,927 37,601 （2,771） 34,830
  営業利益 1,672 △10 11 1,673 （644） 1,028

 
  前連結会計年度（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日）  

 日本 
（百万円） 

北米 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 69,559 4,467 1,767 75,794 ― 75,794 

(2) 
 

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 3,822 8 2,922 6,753 （6,753） ―

   計 73,382 4,476 4,689 82,548 （6,753） 75,794
  営業費用 69,301 4,424 4,675 78,401 （5,557） 72,843
  営業利益 4,080 51 14 4,146 （1,195） 2,950

 
（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
     （1）北米・・・・・・アメリカ合衆国 
     （2）アジア・・・・・中国、タイ    
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   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 

 前中間連結会計期間 
（百万円） 

当中間連結会計期間 
（百万円） 

前連結会計年度 
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の

項目に含めた配

賦不能営業費用

の金額 

627 627 1,234 
親会社の管理部門に係る費用であ

ります。 

   ４ 前中間連結会計期間における注記 
     「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理に関する事項 (3) 重要な引当金の計上基準 ③ 役員賞与引

当金（会計方針の変更）」に記載の通り、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と比べ、当中間連結会計期間における

消去又は全社の営業費用が 25 百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 
３ 海外売上高 

 
  前中間連結会計期間（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日）  

 北米 アジア その他地域 計 
Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,781 1,593 46 4,421 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 37,411 
Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

7.4 4.3 0.1 11.8 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
     （1）北米・・・・・・アメリカ合衆国 
     （2）アジア・・・・・中国、タイ、韓国 
     （3）その他地域・・・スウェーデン、スペイン 
   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。 

 
  当中間連結会計期間（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日）  

 北米 アジア その他地域 計 
Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,760 1,194 101 4,057 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 35,858 
Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

7.7 3.3 0.3 11.3 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
     （1）北米・・・・・・アメリカ合衆国 
     （2）アジア・・・・・中国、タイ、韓国 
     （3）その他地域・・・スウェーデン、スペイン 
   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。 

 
  前連結会計年度（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日）  

 北米 アジア その他地域 計 
Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,347 2,917 84 8,349 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 75,794 
Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

7.1 3.8 0.1 11.0 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
     （1）北米・・・・・・アメリカ合衆国 
     （2）アジア・・・・・中国、タイ、韓国 
     （3）その他地域・・・スウェーデン、スペイン 
   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。 
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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 前連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年３月 31 日 ） 

１株当たり純資産額 392.87 円 １株当たり純資産額 401.87 円 １株当たり純資産額 405.68 円

１株当たり中間純利益金額 12.85 円 １株当たり中間純利益金額 6.54 円 １株当たり当期純利益金額 20.27 円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 
 12.83 円 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

については、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。 

 20.26 円

    
（注）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）純利益の算定上の基礎 
 

  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 
  (自 平成 18 年４月１日 (自 平成 19 年４月１日 (自 平成 18 年４月１日 
  至 平成 18 年９月 30 日) 至 平成 19 年９月 30 日) 至 平成19年３月31日)
１株当たり中間（当期）純利益    
  中間連結損益計算書上の中間（当期）純利益 
  （百万円） 

1,517 759 2,384 

  普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ― 
    普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
1,517 759 2,384 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 118,116 116,113 117,625 
潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益    
 中間（当期）純利益調整額（百万円） ― ― ― 
 普通株式増加数（千株） 184 ― 49 
    （うち新株予約権） （184） ― （49） 

潜在株式の種類 

 新株予約権 

潜在株式の数 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益の算定に含まれなかった潜

在株式の概要 
― 

 2,244 千株 

― 

 
 

（開示の省略） 
    リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については中間決算

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。 
 

（重要な後発事象） 
    該当事項はありません。 
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５．中間個別財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 
 

 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度 
要約貸借対照表 

 

 （平成 18 年９月 30 日） （平成 19 年９月 30 日） （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  3,677 5,353  4,223 

2 受取手形 ＊4 5,712 5,196  5,979 

3 売掛金  17,248 17,717  17,506 

4 たな卸資産  9,393 8,529  8,018 

5 その他  1,888 1,766  1,466 

6 貸倒引当金  △106 △200  △188 

流動資産合計   37,814 44.7 38,362 44.8  37,005 43.0

Ⅱ 固定資産     

1 有形固定資産 ＊2    

(1) 建物  5,102 5,240  5,210 

(2) 機械及び装置  5,796 6,006  6,250 

(3) 土地 ＊1 7,972 7,840  7,931 

(4) 建設仮勘定  125 266  210 

(5) その他  1,227 1,194  1,205 

有形固定資産合計   20,224 23.9 20,548 24.0  20,809 24.2

2 無形固定資産   631 0.7 637 0.7  545 0.6

3 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  22,944 22,788  24,123 

(2) 関係会社株式  2,385 2,683  2,385 

(3) その他  1,127 1,371  1,851 

(4) 貸倒引当金  △449 △725  △671 

投資その他の資産合計   26,007 30.7 26,116 30.5  27,688 32.2

固定資産合計   46,863 55.3 47,302 55.2  49,043 57.0

資産合計   84,678 100.0 85,664 100.0  86,049 100.0
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 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度 
要約貸借対照表 

 

 （平成 18 年９月 30 日） （平成 19 年９月 30 日） （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 支払手形 ＊4 5,075 4,414  4,302 

2 買掛金  11,350 11,732  10,763 

3 短期借入金  5,200 3,000  5,000 

4 未払法人税等  ― 450  157 

5 賞与引当金  756 681  703 

6 役員賞与引当金  25 ―  ― 

7 設備関係支払手形  430 495  1,112 

8 その他 ＊1 
＊5 2,743 3,049  3,073 

流動負債合計   25,581 30.2 23,823 27.8  25,113 29.2

Ⅱ 固定負債     

1 社債  ― 1,500  ― 

2 長期借入金  ― 1,000  ― 

3 長期未払金 ＊1 1,213 1,614  1,257 

4 繰延税金負債  7,244 7,414  7,925 

5 退職給付引当金  2,746 2,670  2,724 

6 役員退職慰労引当金  523 ―  545 

7 その他  118 128  118 

固定負債合計   11,847 14.0 14,328 16.7  12,571 14.6

負債合計   37,428 44.2 38,151 44.5  37,685 43.8
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 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度 
要約貸借対照表 

 

 （平成 18 年９月 30 日） （平成 19 年９月 30 日） （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

（％）

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

1 資本金   13,047 15.4 13,047 15.2  13,047 15.2

2 資本剰余金     

(1) 資本準備金  3,448 3,448  3,448 

(2) その他資本剰余金  2,000 468  1,239 

資本剰余金合計   5,448 6.4 3,917 4.6  4,688 5.4

3 利益剰余金     

(1) 利益準備金  2,864 2,864  2,864 

(2) その他利益剰余金     

 固定資産 
圧縮積立金 

 333 197  203 

 別途積立金  15,285 16,785  15,285 

 繰越利益剰余金  2,689 2,283  3,279 

利益剰余金合計   21,173 25.0 22,130 25.8  21,632 25.1

4 自己株式   △2,852 △3.3 △2,139 △2.5  △2,426 △2.8

株主資本合計   36,816 43.5 36,955 43.1  36,942 42.9

Ⅱ 評価・換算差額等     

1 その他有価証券 
評価差額金 

  10,413 10,581   11,420 13.3

2 繰延ヘッジ損益   18 △24   1 0.0

評価・換算差額等合計   10,432 12.3 10,556 12.4  11,422 13.3

純資産合計   47,249 55.8 47,512 55.5  48,364 56.2

負債純資産合計   84,678 100.0 85,664 100.0  86,049 100.0
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(2) 中間損益計算書 

 
 前中間会計期間 当中間会計期間 

前事業年度 
要約損益計算書 

 

 (自 平成 18 年４月１日  (自 平成 19 年４月１日  (自 平成 18 年４月１日  
  至 平成 18 年９月 30 日 ) 至 平成 19 年９月 30 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   32,247 100.0 29,703 100.0  65,271 100.0

Ⅱ 売上原価   25,781 79.9 23,992 80.8  52,118 79.8

 売上総利益   6,466 20.1 5,710 19.2  13,153 20.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   5,226 16.2 4,643 15.6  10,408 15.9

 営業利益   1,239 3.9 1,066 3.6  2,744 4.2

Ⅳ 営業外収益 ＊1  436 1.4 649 2.2  794 1.2

Ⅴ 営業外費用 ＊2  178 0.7 253 0.9  391 0.6

 経常利益   1,497 4.6 1,462 4.9  3,148 4.8

Ⅵ 特別利益 ＊3  580 1.8 179 0.7  738 1.1

Ⅶ 特別損失 ＊4  148 0.4 139 0.5  508 0.8

 税引前中間(当期) 
純利益 

  1,929 6.0 1,502 5.1  3,377 5.2

 
法人税、住民税及び 
事業税 

 14 482  274 

 法人税等調整額  23 38 0.1 84 566 1.9 311 586 0.9

 中間(当期)純利益   1,890 5.9 935 3.2  2,791 4.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オカモト㈱（5122）平成 20 年３月期 中間決算短信



- 34 - 

 
(3) 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 項目 
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 

固定資

産圧縮

積立金

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 
（百万円） 

13,047 3,448 2,000 5,448 2,864 333 15,285 1,295 19,778 △2,202 36,071

中間会計期間中の変動額     
 剰余金の配当   △446 △446 △446
 役員賞与   △50 △50 △50
 中間純利益   1,890 1,890 1,890
 自己株式の取得     △649 △649
 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） 
― ― ― ― ― ― ― 1,394 1,394 △649 744

平成 18 年９月 30 日残高 
（百万円） 

13,047 3,448 2,000 5,448 2,864 333 15,285 2,689 21,173 △2,852 36,816

 

評価・換算差額等 
項目 

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 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） 

11,973 ― 11,973 48,045

中間会計期間中の変動額  
 剰余金の配当  △446
 役員賞与  △50
 中間純利益  1,890
 自己株式の取得  △649
 株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 
△1,560 18 △1,541 △1,541

中間会計期間中の変動額

合計（百万円） 
△1,560 18 △1,541 △796

平成 18 年９月 30 日残高 
（百万円） 

10,413 18 10,432 47,249
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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 

その他利益剰余金 項目 
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 

固定資

産圧縮

積立金

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 
（百万円） 

13,047 3,448 1,239 4,688 2,864 203 15,285 3,279 21,632 △2,426 36,942

中間会計期間中の変動額     
 剰余金の配当   △438 △438 △438
 中間純利益   935 935 935
 自己株式の取得     △483 △483
 自己株式の消却   △770 △770   770 ―

 固定資産圧縮積立金の

取崩 
  △5 5 ― ―

 別途積立金の積立   1,500 △1,500 ― ―

 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） 
― ― △770 △770 ― △5 1,500 △996 497 286 13

平成 19 年９月 30 日残高 
（百万円） 

13,047 3,448 468 3,917 2,864 197 16,785 2,283 22,130 △2,139 36,955

 

評価・換算差額等 
項目 

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 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） 

11,420 1 11,422 48,364

中間会計期間中の変動額  
 剰余金の配当  △438
 中間純利益  935
 自己株式の取得  △483
 自己株式の消却  ―

 固定資産圧縮積立金

の取崩 
 ―

 別途積立金の積立  ―

 株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 
△838 △26 △865 △865

中間会計期間中の変動額

合計（百万円） 
△838 △26 △865 △851

平成 19 年９月 30 日残高 
（百万円） 

10,581 △24 10,556 47,512
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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） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 項目 
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 

固定資

産圧縮

積立金

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 
（百万円） 

13,047 3,448 2,000 5,448 2,864 333 15,285 1,295 19,778 △2,202 36,071

事業年度中の変動額     
 剰余金の配当   △887 △887 △887
 役員賞与   △50 △50 △50
 当期純利益   2,791 2,791 2,791
 自己株式の取得     △983 △983
 自己株式の消却   △760 △760   760 ―

 固定資産圧縮積立金の

積立 
  45 △45 ― ―

 固定資産圧縮積立金の

取崩 
  △176 176 ― ―

 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） 

― ― △760 △760 ― △130 ― 1,984 1,853 △223 870

平成 19 年３月 31 日残高 
（百万円） 

13,047 3,448 1,239 4,688 2,864 203 15,285 3,279 21,632 △2,426 36,942

 

評価・換算差額等 
項目 

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 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） 

11,973 ― 11,973 48,045

事業年度中の変動額  
 剰余金の配当  △887
 役員賞与  △50
 当期純利益  2,791
 自己株式の取得  △983
 自己株式の消却  ―

 固定資産圧縮積立金の

積立 
 ―

 固定資産圧縮積立金の

取崩 
 ―

 株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額） 
△553 1 △551 △551

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△553 1 △551 318

平成 19 年３月 31 日残高 
（百万円） 

10,420 1 11,422 48,364
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(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
 （自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
 至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年３月 31 日 ）

（1）有価証券 （1）有価証券 （1）有価証券 １ 資産の評価基準及び

評価方法 ① 子会社株式及び関連会社 
株式 

① 子会社株式及び関連会社 
株式 

① 子会社株式及び関連会社 
株式 

 移動平均法による原価法     同左     同左 
 ② その他有価証券  ② その他有価証券  ② 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 

 

中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法(評価

差額金は、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) 

    同左 期末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額金は、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   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 
 （2）たな卸資産 （2）たな卸資産 （2）たな卸資産 
 総平均法による低価法     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 
 
 
 
 
 

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(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、主な耐用年数は次の

通りであります。 

    同左     同左 

 建物 ８～50 年   
 機械及び装置 ４～10 年   
  （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 83 号))に伴い、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。 
  また、当該変更に伴う損益に

与える影響は軽微であります。

 

  （追加情報）  
     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 115 百

万円、営業利益が 116 百万円、

経常利益が 117 百万円、税金等

調整前中間純利益が 117 百万

円、中間純利益が 117 百万円そ

れぞれ減少しております。 
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 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
 （自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
 至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年３月 31 日 ）

 （2）無形固定資産 （2）無形固定資産 （2）無形固定資産 
 定額法によっております。

ただし、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

く定額法によっております。

また、のれんについては、

５年での均等償却を行って

おります。 

定額法によっております。

ただし、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
基づく定額法によっており

ます。 

定額法によっております。

ただし、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

く定額法によっております。

また、のれんについては、

５年での均等償却を行って

おります。 
 （3）長期前払費用 （3）長期前払費用 （3）長期前払費用 
 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 
 
 
 

従業員に対する賞与の支

給に備えて、過去の実績に基

づき支給見込額を計上して

おります。 

    同左     同左 

 （3）役員賞与引当金   
 
 
 
 

役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、当事

業年度における支給見込額

に基づき、当中間会計期間に

見合う分を計上しておりま

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。 
この結果、従来の方法に比

べて、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益が 25 百

万円減少しております。 
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 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
 （自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
 至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 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

産の見込額に基づき、当中間

会計期間末において、発生し

ていると認められる額を計

上しております。なお、過去

勤務債務については、その発

生額を一括償却しておりま

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、

翌期から費用処理しており

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

産の見込額に基づき計上し

ております。なお、過去勤務

債務については、その発生額

を一括償却しております。数

理計算上の差異については、

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、翌期から費用処理して

おります。 

 （5）役員退職慰労引当金 （5）役員退職慰労引当金 （5）役員退職慰労引当金 
 役員の退任による退職慰

労金の支給に備えて、会社内

規による中間期末要支給額

を計上しております。 
 

 役員の退任による退職慰

労金の支給に備えて、会社内

規による期末要支給額を計

上しております。 

  （追加情報） 
平成 19 年６月 28 日開催の定

時株主総会終結の時をもって役

員退職慰労金制度を廃止する決

議を行っております。これに伴

い、在任期間を対象とする退職

慰労金の打切り支給を当該総会

にて決議されております。 
なお、在任期間を対象とする

退職慰労金相当額については長

期未払金として固定負債に計上

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 ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 
 
 
 
 
 
 

繰延ヘッジ処理によって

おります。為替予約が付され

ている外貨建金銭債権債務

については、振当処理を行っ

ております。 
金利スワップについては、

特例処理の要求を満たして

おりますので、特例処理を採

用しております。 

    同左     同左 
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 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
 （自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
 至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年３月 31 日 ）

 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 
 （ヘッジ手段）   （ヘッジ手段）   （ヘッジ手段） 
 為替予約取引     同左     同左 
 金利スワップ取引   
 （ヘッジ対象）   （ヘッジ対象）   （ヘッジ対象） 
 外貨建金銭債権債務及び

外貨建予定取引 
同左 外貨建金銭債権債務 

借入金利息 
 借入金の利息   
 （3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針 
 当社は、基本的に通常の営

業取引の範囲内で、外貨建金

銭債権債務に係る為替相場

の変動を回避する目的で為

替予約取引を行っておりま

す。また、借入金の金利変動

リスクを回避する目的で金

利スワップ取引を行ってお

ります。 

    同左     同左 

 （4）ヘッジ有効性評価の方法 （4）ヘッジ有効性評価の方法 （4）ヘッジ有効性評価の方法 
 為替予約については、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、

ヘッジ開始以降、継続して相

場変動を完全に相殺と想定

することができるため、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一である

ことを確認することにより、

有効性の判定に代えており

ます。 
金利スワップについては、

特例処理によっているため、

有効性の評価を省略してお

ります。 

    同左     同左 

消費税等の会計処理について 消費税等の会計処理について 消費税等の会計処理について 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 

消費税及び地方消費税の

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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(5) 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 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 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） 
 （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 47,230 百万円であります。 
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。 

   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 48,362 百万円であります。 
  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

る会計基準の一部改正） 
 （自己株式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準の一部改正） 
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 平成 18 年８月

11日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。 

   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 平成 18 年８月 11 日

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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（6）注記事項 

 
（中間貸借対照表関係） 

 
前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

（平成 18 年９月 30 日） （平成 19 年９月 30 日） （平成 19 年３月 31 日） 
＊1 担保資産 ＊1 担保資産 ＊1 担保資産 
 土地 1,373 百万円(帳簿価額)は退職

金負担額 659百万円(長期未払金439百

万円、流動負債その他のうち 219 百万

円)の担保に供しております。 

 土地 1,373百万円(帳簿価額)は退職金

負担額 439 百万円(長期未払金 219 百万

円、流動負債その他のうち 219 百万円)
の担保に供しております。 

 土地 1,373 百万円(帳簿価額)は退職

金負担額 659百万円(長期未払金 439百

万円、流動負債その他のうち 219 百万

円)の担保に供しております。 
＊2 有形固定資産から控除した減価償却累

計額は次のとおりであります。 
＊2 有形固定資産から控除した減価償却累

計額は次のとおりであります。 
＊2 有形固定資産から控除した減価償却累

計額は次のとおりであります。 
  資産の種類 減価償却累計額    資産の種類 減価償却累計額   資産の種類 減価償却累計額  
  建物 6,874 百万円   建物 7,072 百万円  建物 6,919 百万円

  機械及び装置 28,167     機械及び装置 29,610    機械及び装置 28,852   
  その他の有形

固定資産 4,125     その他の有形

固定資産 4,278    その他の有形

固定資産 4,154   

  計 39,167 百万円   計 40,962 百万円 計 39,926 百万円

3 
輸出荷為替手形 
割引高 

257 百万円 3 
輸出荷為替手形 
割引高 

239 百万円 3
輸出荷為替手形 
割引高 

242 百万円 

＊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、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

高から除かれております。 

＊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、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か

ら除かれております。 

＊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、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を満

期日に決済が行われたものとして処理

しております。 
 受取手形 620 百万円  受取手形 596 百万円  受取手形 658 百万円 
 支払手形 149 百万円  支払手形 83 百万円  支払手形 100 百万円 
＊5 消費税等の取扱い ＊5 消費税等の取扱い   
 仮払消費税及び仮受消費税は相殺の

うえ、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。 

 同左   
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（中間損益計算書関係） 

 
前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日  （自 平成 19 年４月１日  （自 平成 18 年４月１日  
至 平成 18 年９月 30 日 ） 至 平成 19 年９月 30 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 百万円   受取利息 4 百万円  受取利息 7 百万円

  受取配当金 196 百万円   受取配当金 405 百万円  受取配当金 270 百万円

  不動産賃貸料 182 百万円   不動産賃貸料 203 百万円  不動産賃貸料 347 百万円

＊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 42 百万円   支払利息 43 百万円  支払利息 84 百万円

  不動産賃貸管理費 76 百万円   不動産賃貸管理費 110 百万円  不動産賃貸管理費 157 百万円

＊3 特別利益の主要項目 ＊3 特別利益の主要項目 ＊3 特別利益の主要項目 
  投資有価証券売却

益 113 百万円   投資有価証券売却

益 167 百万円
 投資有価証券売却

益 169 百万円

  子会社株式売却益 466 百万円   土地売却益 12 百万円  子会社株式売却益 466 百万円

＊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 
  機械及び装置除却

損 4 百万円   
建物除却損 6 百万円

 機械及び装置除却

売却損 9 百万円

  土地売却損 12 百万円   子会社株式評価損 59 百万円  土地売却損 12 百万円

  貸倒引当金繰入 131 百万円   貸倒引当金繰入 58 百万円  貸倒引当金繰入 382 百万円

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 910 百万円   有形固定資産 1,064 百万円  有形固定資産 1,940 百万円

  無形固定資産 87     無形固定資産 106   無形固定資産 174  
  計 997 百万円   計 1,171 百万円  計 2,115 百万円

         

 
 

（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） 

   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（千株） 6,141 1,445 ― 7,587 

 

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 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（千株） 6,382 1,167 2,000 5,549 

 

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 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（千株） 6,141 2,240 2,000 6,382 

 
（重要な後発事象） 

   該当事項はありません。 
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