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(財)財務会計基準機構会員  
 

 

平成２０年３月期 中間決算短信 
平成１９年１１月１４日 

                                                
上 場 会 社 名  日 邦 産 業 株 式 会 社   上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号  ９９１３    ＵＲＬ http://www.nip.co.jp/ 
代  表  者  代表取締役社長    大 塚  眞  治 
問合せ先責任者  常務取締役管理本部長 笹 倉  健一郎 ＴＥＬ (０５２) ２６３―１２８１ 
半期報告書提出予定日 平成１９年１２月１４日 
 

（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 

 
１９年９月中間期 
１８年９月中間期 

百万円   ％ 
２１，３４７（ 11.9） 
１９，０８３（ 7.7） 

百万円   ％ 
７０４（34.3） 
５２４（12.1） 

百万円   ％ 
８６８（60.3） 
５４１（ 3.8） 

百万円   ％ 
９２７（69.6） 
５４６（ 6.5） 

１９年３月期 ４０，４１９（ － ） １，１３３（ － ） １，５７７（ － ） １，３７７（ － ） 
 
 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 
１１２ ２４ 

６６ １３ 

円 銭 
―  ― 
―  ― 

１９年３月期 １６６ ６８ ―  ― 
(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 

 
１９年９月中間期 
１８年９月中間期 

百万円 
２１，５０７    
２０，８４４    

百万円 
１０，８０８    
８，９００    

％ 
４９．３   
４２．０   

円 銭 
１，２８４ ４９ 
１，０５８ ４５ 

１９年３月期 ２１，３３２    ９，７９４    ４５．２   １，１６５ ８７ 

(参考) 自己資本 19年9月中間期 10,612百万円    18年9月中間期 8,747百万円    19年3月期 9,633百万円 
 
（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 

 
１９年９月中間期 
１８年９月中間期 

百万円 
２０１    

１，３２６    

百万円 
２１１    

△５１７    

百万円 
△３０４    
△５１５    

百万円 
３，２８０    
３，２９６    

１９年３月期 １，８３１    △１，３１２    △５５２    ３，０４１    
 
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 
 
１９年３月期 

円 銭 
０ ００  

円 銭 
２０ ００  

円 銭 
２０ ００  

２０年３月期 ０ ００   

 

２０年３月期（予想）  ２０ ００  
２０ 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 ４２，５００（5.1） １，２００（5.9） １，３８０（△12.5） １，２７０（△7.8） １３９ ７３ 

（注）当社は、平成19年10月１日に株式を１株につき1.1株の割合をもって分割するため、１株当たり当期純利益（通
期）は、分割を考慮した期中平均株式数（9,088,658株）に基づいて算出しております。なお、当中間連結会計
期間末発行済株式数によった場合は、153円70銭となります。 
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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、１６ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。〕 

 
（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 8,297,580株 18年9月中間期 8,297,580株 19年3月期 8,297,580株 

② 期末自己株式数  19年9月中間期      35,821株 18年9月中間期   32,921株 19年3月期   34,421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、３４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 

 
１９年９月中間期 
１８年９月中間期 

  百万円  ％ 
１５，８９４（7.8） 
１４，７４２（2.9） 

百万円   ％ 
４７２（ 62.4） 
２９１（△12.7） 

百万円   ％ 
４７７（ 57.4） 
３０３（△22.9） 

百万円   ％ 
５６９（ 62.1） 
３５１（△15.3） 

１９年３月期 ３０，６２３（ －） ７５０（  －  ） ８２４（  －  ） ６９９（  －  ） 
 
 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 
６８ ９５ 
４２ ５１ 

１９年３月期 ８４ ６７ 

 
（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 

 
１９年９月中間期 
１８年９月中間期 

百万円 
１７，１８５ 
１７，６９３   

百万円 
８，５６２ 
７，８７５ 

％ 
４９．８ 
４４．５ 

円 銭 
１，０３５ ００ 

９５２ ９５ 

１９年３月期 １７，６５３ ８，２２５ ４６．６ ９９４ ７５ 
 (参考)  自己資本     19年9月中間期  8,550 百万円    18年9月中間期  7,875 百万円    19年3月期  8,219 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、通期は対前期増減率） 
 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 ３３，０００（ 7.8） ８５０（13.3） ９００（ 9.1） ９３０（32.9） １０２ ３３ 

（注）当社は、平成19年10月１日に株式を１株につき1.1株の割合をもって分割するため、１株当たり当期純利益（通
期）は、分割を考慮した期中平均株式数（9,088,658株）に基づいて算出しております。なお、当中間会計期間
末発行済株式数によった場合は、112円56銭となります。 

 
 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、 

今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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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における経済環境は、日本国内において原油価格の高騰による不安材料はあったもの

の、好調な企業収益の推移に伴う設備投資の拡大や雇用環境の拡大により個人消費にも改善の兆しが見られ、

景気は穏やかな回復基調で推移いたしました。 

一方、海外では、中国をはじめとするアジア各地で、景気は総じて堅調に推移いたしましたが、米国のサ

ブプライムローン問題に端を発した金融市場の調整局面が長期化しつつあり、景気の減速が懸念されており

ます。 

このような環境下で、当社グループは、取引先のニーズへの対応並びにシーズの発掘をすべく、事業の選

択と集中を実施してまいりました。 

その結果、当中間連結会計期間の売上高は 21,347 百万円(前年同期比 11.9％増)、営業利益は 704 百万円(同

34.3％増)、経常利益は 868 百万円(同 60.3％増)、中間純利益は 927 百万円(同 69.6％増)となりました。 

事業の種類別セグメントの状況については、産業資材関連事業の売上は、情報関連(ＩＴ)の部品および材

料の受注が好調に推移したことに加え、自動車関連の工業材料および部品も好調に推移し 14,456 百万円(同

10.6％増)となりました。 

また、プラスチック成形品関連事業の売上は、自動車関連部品等の売上が堅調に推移し 6,424 百万円(同

19.7％増)となりました。 

なお、その他事業の売上は、ＲＦＩＤ商品の売上が伸び悩んだこと等により 784 百万円(同 8.8％減)とな

りました。 

所在地別セグメントについては、日本国内の売上は、情報関連(ＩＴ)メーカーの需要対応、自動車業界向

け工業部品の売上が堅調に推移し 15,747 百万円(同 8.4％増)となりました。 

また、東南アジアの売上は、海外工場において、ＯＡ関連部品の売上が伸び悩んだものの自動車関連部品

の売上がそれを大きく上回り好調に推移したことに加え、情報関連(ＩＴ)の部品および材料の受注が好調に

推移したことから、6,246 百万円(同 20.6％増)となりました。 

 

（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連結ベースの現金及び現金同等物残高は、前年度末から 238 百万円増加し、

3,280 百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ･フローは、税金等調整前中間純利益が増加しましたが、仕入債務の支払期間を

短縮したことにより仕入債務が減少したことから 201 百万円の収入(前年同期比 1,125 百万円収入減)となり

ました。 

投資活動によるキャッシュ･フローは、有形固定資産の取得による支出の減少および有形固定資産の売却に

よる収入の増加等により 211 百万円の収入(同 728 百万円支出減)となりました。 

財務活動によるキャッシュ･フローは、有利子負債の返済減少等により 304 百万円の支出(同 211 百万円支

出減)となりました。 

キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。 

 平成 18 年 3 月期 平成 18 年 9 月中間期 平成 19 年 3 月期 平成 19 年 9 月中間期 

自己資本比率（％） ４０．８ ４２．０ ４５．２ ４９．３ 

時価ベースの自己資本比率（％） ４８．６ ３６．８ ３４．７ ２７．６ 

債務償還年数（年） １．３ ２．１ １．５ １２．６ 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ（倍） １９．５ ２０．８ １３．６ ２．９ 
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※ 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・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

注１． 各指標は、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。 

注２． 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除)により算出しております。 

営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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、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。また、利払いについては、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、株主に対する配当を重要政策のひとつとして位置づけており、業績に対応した配当を基本としつ

つ、併せて配当性向、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案し

て決定する方針を採っております。 

この方針に基づき、平成 20 年 3月期の年間配当金につきまして、1株当たり 20 円を予定しております。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社と子会社 9 社で構成され、産業資材全般の販売、プラスチック成形品の製造販売を主

な内容とする事業活動を展開しております。 

産 業 資 材 関 連 事 業････ 当社、子会社 NIPPO（HONG KONG）LTD.及び NIPPO（SHANG HAI）LTD.が販売を行

っており、子会社２社は海外ユーザーへの販売拠点として事業展開しております。 

また、子会社 NIPPO C&D CO.,LTD.はフレキシブルプリント配線板の製造販売を 

主な内容として事業展開しております。 

プラスチック成形品････ 当社及び子会社 NH メカトロニクス株式会社が国内の顧客を中心に製造販売する

ほか、子会社 NIPPO MECHATRONICS（THAILAND）CO.,LTD.、NIPPO MECHATRONICS

（M）SDN.BHD.、NK MECHATRONICS CO.,LTD.、NIPPO（HONG KONG）LTD.、NIPPO 

MECHATRONICS（VIETNAM）CO.,LTD.及び NIPPO（SHANG HAI）LTD.が当社の技術援

助を受け、海外ユーザーに対する製品の供給基地として事業展開しております。 

そ の 他 事 業････ 当社が販売をするほか、子会社 NH メカトロニクス株式会社が合成樹脂材料のブ

レンド及び再生加工を主な内容として事業展開しております。 

また、エヌティスクウェア株式会社は、コンピューターソフト・端末機器・周辺

機器等の製造販売を主な内容として事業展開しております。 

事業系統図は次の通りです。 

          連結子会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関 連 事 業

      商品                     合成樹脂材料再生加工 

      製品                     合成樹脂材料 

      設備及び技術の提供、成形品・金型       アッセンブル機能ユニット部

得    意    先 

海    外 

子会社 NIPPO MECHATRONICS（THAILAND）CO.,LTD. 

NIPPO MECHATRONICS（M）SDN.BHD. 

NK MECHATRONICS CO.,LTD. 

NIPPO MECHATRONICS（VIETNAM）CO.,LTD. 

海    外 

子会社 NIPPO（HONG KONG）LTD. 

NIPPO（SHANG HAI）LTD. 

国    内 

子会社 NH メカトロニクス株式会社 合成樹脂材料メーカー 

子会社 エヌティスクウェア株式会社 

当          社 

産業資材関連事業
プ ラ ス チ ッ ク

成 形 品 関 連 事 業
そ の 他 事 業 

子会社 NIPPO C&D CO.,LTD. 
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３．経営方針 

(１)会社の経営の基本方針 

当社グループは、常に新しい価値を創造し、それを広く販売する事によって、取引先様の信頼を

集め、株主様、お取引先様からの支持を受け続ける企業づくりを目指しております。 

また、企業活動を通じての地球環境の保全に積極的に貢献することが、企業の社会的責任である

と考え、その実践に邁進しております。 

(２)目標とする経営指標 

当社グループは、財務の安定性と投下資本の効率性を重視しており、目標とする経営指標として、

ＲＯＡ （総資本経常利益率）10％を目標とし、株主価値の増加のために努力しております。 

政策としては、総資産の圧縮策として、在庫の圧縮および債権の早期回収による資金を借入金の

返済へ充てております。また、利益率の向上策として、提案型営業による付加価値向上に努めてお

ります。 

(３)中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、「お客様のニーズを形にする機能製品のグローバルな製造、販売企業」を実践し、

社会に役立つ商品・サービスを提供している企業へ、当社ならではの価値をプラスした材料・部品・

ユニット・製品・サービスの企画・開発・製造・販売を行ってまいります。 

中期経営戦略として「マーケッティング」「販売」「物流」「開発」「生産」「人事」「財務・経理」

「情報」「総務･庶務」｢広告･宣伝｣の各経営機能において、機能ビジョンを明確にし、その達成を

目指しております。 

なお、現状特に攻めるべき市場は、自動車部品業界・半導体液晶業界と判断しており、2006 年度

よりその業界に対する事業部門を明確にしております。 

(４)会社の対処すべき課題 

当社グループを取り巻く環境は、「生産型から開発型へ」「ますますのグローバル化へ」「先行投

資型へ」等々ますます変化して行くことが考えられます。 

中期経営戦略を達成するために、その環境へ対応できる企業体質の改革・人材育成が急務であり

ます。各機能ビジョンに加え、事業構造ビジョン・企業文化ビジョン並びに社員像の確立を通し、

これらの課題に積極的にチャレンジし、解決してまいります。 

(５)その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 



 7

４．【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 
 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   3,411,289   3,391,774   3,151,568  

２ 受取手形及び売掛金 ※２ 
・４ 

 7,022,402   7,547,059   7,456,082  

３ たな卸資産   936,821   972,028   939,521  

４ 繰延税金資産   206,929   420,275   378,769  

５ その他   334,527   233,016   400,172  

６ 貸倒引当金   △4,797   △2,406   △6,954  

流動資産合計   11,907,174 57.1  12,561,747 58.4  12,319,160 57.7 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 ※１          

１ 建物及び構築物 ※２  2,968,361   3,829,070   2,967,468  

２ 機械装置及び 
運搬具 

  1,956,687   1,735,778   1,905,270  

３ 工具器具備品   393,555   445,568   401,966  

４ 土地 ※２  1,100,091   575,943   960,853  

５ 建設仮勘定   56,723   27,766   411,905  

有形固定資産合計   6,475,419 31.1  6,614,126 30.7  6,647,463 31.2 

(2) 無形固定資産   336,299 1.6  234,258 1.1  250,736 1.2 

(3) 投資その他の資産           

１ 投資有価証券 ※２  1,184,466   982,111   1,093,177  

２ 繰延税金資産   278,360   163,077   146,602  

３ その他   751,390   1,014,639   975,344  

４ 貸倒引当金   △88,922   △62,467   △99,801  

投資その他の 
資産合計   2,125,294 10.2  2,097,361 9.8  2,115,323 9.9 

固定資産合計   8,937,013 42.9  8,945,745 41.6  9,013,523 42.3 

資産合計   20,844,187 100.0  21,507,493 100.0  21,332,684 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び買掛金 ※４  7,243,646   6,086,600   6,627,269  

２ 短期借入金 ※２  990,667   1,451,578   1,256,473  

３ １年内償還社債   90,000   60,000   90,000  

４ １年内返済長期 
借入金 ※２  802,900   505,900   532,500  

５ 未払法人税等   89,800   135,628   137,786  

６ 賞与引当金   187,629   193,000   209,585  

７ その他   898,139   1,131,341   1,280,570  

流動負債合計   10,302,783 49.4  9,564,050 44.4  10,134,184 47.5 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   255,000   195,000   210,000  

２ 長期借入金 ※２  590,900   334,600   601,200  

３ 繰延税金負債   6,504   3,668   5,126  

４ 再評価に係る 
繰延税金負債 

  47,820   5,300   47,820  

５ 退職給付引当金   504,184   520,418   501,854  

６ 役員退職慰労引当金   ―   31,770   ―  

７ ＰＣＢ処理費用引当金   ―   15,300   ―  

８ その他   236,764   28,980   38,477  

固定負債合計   1,641,174 7.9  1,135,039 5.3  1,404,478 6.6 

負債合計   11,943,957 57.3  10,699,089 49.7  11,538,663 54.1 
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   3,137,754   3,137,754   3,137,754  

２ 資本剰余金   2,343,068   2,343,068   2,343,068  

３ 利益剰余金   3,097,473   4,690,524   3,928,435  

４ 自己株式   △18,118   △20,637   △19,448  

株主資本合計   8,560,176 41.1  10,150,709 47.2  9,389,809 44.0 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評価差額金   356,288   281,103   353,162  

２ 土地再評価差額金   69,051   6,737   69,051  

３ 為替換算調整勘定   △237,758   173,604   △178,285  

評価・換算差額等合計   187,581 0.9  461,445 2.1  243,928 1.2 

Ⅲ 新株予約権  ― ―  11,916 0.1 5,615 0.0 

Ⅳ 少数株主持分  
 

152,472 0.7  184,332 0.9 
 

154,666 0.7 

純資産合計   8,900,229 42.7  10,808,404 50.3  9,794,020 45.9 

負債純資産合計   20,844,187 100.0  21,507,493 100.0  21,332,684 100.0 
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② 【中間連結損益計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

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 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   19,083,272 100.0  21,347,095 100.0  40,419,265 100.0 

Ⅱ 売上原価   16,593,367 87.0  18,572,857 87.0  35,178,997 87.0 

売上総利益   2,489,905 13.0  2,774,238 13.0  5,240,268 13.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,964,994 10.3  2,069,469 9.7  4,106,876 10.2 

営業利益   524,910 2.7  704,768 3.3  1,133,391 2.8 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  17,258   40,003   55,565   

２ 受取配当金  4,014   4,714   8,000   

３ 仕入割引  10,942   26,654   25,600   

４ 為替差益  15,656   118,432   371,804   

５ 賃貸不動産収入  12,566   ―   24,142   

６ その他  34,380 94,818 0.5 59,296 249,101 1.1 119,302 604,416 1.5 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  65,075   69,201   135,097   

２ 手形売却損  803   638   1,600   

３ 賃貸不動産原価  6,246   ―   10,394   

４ 葬儀費用  ―   9,832   ―   

５ その他  5,854 77,979 0.4 5,869 85,543 0.4 13,416 160,508 0.4 

経常利益   541,749 2.8  868,327 4.0  1,577,299 3.9 

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益 ※２ 89,696   229,025   99,499   

２ 貸倒引当金戻入額  7,803   8,129   ―   

３ 関係会社清算益  ―   ―   50,409   

４ 事業譲渡益  ―   15,000   ―   

５ 新株予約権戻入益  ― 97,500 0.5 189 252,344 1.2 32 149,940 0.4 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産処分損 ※３ 6,314   2,628   9,352   

２ 貸倒引当金繰入額  ―   ―   1,126   

３ 役員退職慰労引当金繰入額  ―   29,514   ―   

４ ＰＣＢ処理費用  ―   15,300   ―   

５ 減損損失 ※４ 21,628   ―   137,840   

６ 投資有価証券評価損  ―   ―   2,000   

７ 関係会社株式評価損  ― 27,943 0.1 ― 47,442 0.2 9,999 160,318 0.4 

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

  611,306 3.2  1,073,229 5.0  1,566,920 3.9 

法人税、住民税及び 
事業税 

 97,460   137,043   237,658   

法人税等調整額  △41,079 56,381 0.3 △1,072 135,971 0.6 △68,726 168,931 0.4 

少数株主利益   8,206 0.0  9,905 0.1  20,307 0.1 

中間(当期)純利益   546,718 2.9  927,352 4.3  1,377,681 3.4 
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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：千円） 

株主資本  

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 3,137,754 2,203,326 2,760,039 △15,149 8,085,971 

中間連結会計期間中の変動額      

連結子会社減少に伴う資本剰余金の増加高  139,741      139,741 

連結子会社減少に伴う利益剰余金の減少高   △139,741  △139,741 

利益処分による剰余金の配当   △124,014  △124,014 

中間純利益   546,718  546,718 

自己株式の取得    △2,969 △2,969 

土地再評価差額金の取崩   54,470  54,470 

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 － 139,741 337,433 △2,969 474,204 

平成18年９月30日残高 3,137,754 2,343,068 3,097,473 △18,118 8,560,176 

 

評価・換算差額等  

その他 

有価証券 

評価差額金 

土地 

再評価 

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高 448,008 147,172 △317,443 277,736 137,898 8,501,606 

中間連結会計期間中の変動額       

連結子会社減少に伴う資本剰余金の増加高      139,741 

連結子会社減少に伴う利益剰余金の減少高      △139,741 

利益処分による剰余金の配当      △124,014 

中間純利益      546,718 

自己株式の取得      △2,969 

土地再評価差額金の取崩      54,470 

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） 
△91,719 △78,121 79,685 △90,155 14,573 △75,581 

中間連結会計期間中の変動額合計 △91,719 △78,121 79,685 △90,155 14,573 398,622 

平成18年９月30日残高 356,288 69,051 △237,758 187,581 152,472 8,900,229 
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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）                   （単位：千円） 

株主資本  

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 3,137,754 2,343,068 3,928,435 △19,448 9,389,809 

中間連結連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △165,263  △165,263 

中間純利益   927,352  927,352 

自己株式の取得    △1,188 △1,188 

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 － － 762,089 △1,188 760,900 

平成19年９月30日残高 3,137,754 2,343,068 4,690,524 △20,637 10,150,709 

 

評価・換算差額等  

その他 

有価証券 

評価差額金 

土地 

再評価 

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計 

新株 

予約権 

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成19年３月31日残高 353,162 69,051 △178,285 243,928 5,615 154,666 9,794,020 

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当       △139,741 

中間純利益       927,352 

自己株式の取得       △1,188 

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） 
△72,058 △62,313 351,889 217,517 6,300 29,665 253,483 

中間連結会計期間中の変動額合計 △72,058 △62,313 351,889 217,517 6,300 29,665 1,014,383 

平成19年９月30日残高 281,103 6,737 173,604 461,445 11,916 184,332 10,808,404 
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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）                   （単位：千円） 

株主資本  

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 3,137,754 2,203,326 2,760,039 △15,149 8,085,971 

連結会計年度中の変動額      

連結子会社減少に伴う資本剰余金の増加高  139,741   139,741 

連結子会社減少に伴う利益剰余金の減少高   △139,741  △139,741 

利益処分による剰余金の配当   △124,014  △124,014 

当期純利益   1,377,681  1,377,681 

自己株式の取得    △4,299 △4,299 

土地再評価差額金の取崩   54,470  54,470 

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 － 139,741 1,168,395 △4,299 1,303,837 

平成19年３月31日残高 3,137,754 2,343,068 3,928,435 △19,448 9,389,809 

 

評価・換算差額等  

その他 

有価証券 

評価差額金 

土地 

再評価 

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計 

新株 

予約権 

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成18年３月31日残高 448,008 147,172 △317,443 277,736 ― 137,898 8,501,606 

連結会計年度中の変動額        

連結子会社減少に伴う資本剰余金の増加高       139,741 

連結子会社減少に伴う利益剰余金の減少高       △139,741 

利益処分による剰余金の配当       △124,014 

当期純利益       1,377,681 

自己株式の取得       △4,299 

土地再評価差額金の取崩       54,470 

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（純額） 
△94,845 △78,121 139,158 △33,808 5,615 16,768 △11,423 

連結会計年度中の変動額合計 △94,845 △78,121 139,158 △33,808 5,615 16,768 1,292,413 

平成19年３月31日残高 353,162 69,051 △178,285 243,928 5,615 154,666 9,794,020 
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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 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー     

１ 税金等調整前中間(当期)純利益  611,306 1,073,229 1,566,920 
２ 減価償却費  553,843 610,829 1,235,117 

３ 減損損失  21,628 ― 137,840 

４ 退職給付引当金の増減額  69,109 18,564 64,419 

５ 貸倒引当金の増減額  △7,103 △41,882 1,826 

６ 受取利息及び受取配当金  △21,272 △44,718 △63,566 

７ 支払利息  65,075 69,201 135,097 

８ 為替差損益  △2,089 △995 △280,590 

９ 固定資産処分損  6,314 2,628 9,352 

10 売上債権の増減額  33,713 △90,976 △392,264 

11 たな卸資産の増減額  △50,038 △32,506 △23,080 

12 仕入債務の増減額  265,071 △540,668 △362,863 

13 その他流動資産の増減額  6,748 167,048 2,842 

14 その他流動負債の増減額  △57,025 △422,493 181,830 

15 その他  △68,534 △384,405 △153,668 

小計  1,426,749 382,855 2,059,214 

16 利息及び配当金の受取額  24,409 38,360 66,279 

17 利息の支払額  △63,811 △69,226 △134,604 

18 法人税等の支払額  △60,798 △150,595 △159,804 

営業活動による 
キャッシュ・フロー  1,326,548 201,393 1,831,085 
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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) 

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) 

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー     

１ 定期預金の預入による支出  △113,947 △109,159 △208,332 

２ 定期預金の払戻による収入  107,534 108,832 208,035 
３ 有形固定資産の取得による 

支出  △876,289 △665,015 △1,694,805 

４ 有形固定資産の売却による 
収入  312,438 883,448 333,433 

５ 無形固定資産の取得による 
支出  △24,108 △31,031 △41,626 

６ 投資有価証券の売却による 
収入  ― ― 1,200 

７ 連結子会社株式の追加取得 
による支出  ― ― △7,634 

８ 貸付けによる支出  △10,000 ― △60,753 

９ 貸付金の回収による収入  110,205 1,520 135,768 

10 長期前払費用の支払額  △5,994 ― △27,434 

11 関係会社清算による収入  ― ― 53,464 

12 その他投資の支払による 
支出  △23,279 △13,407 △11,897 

13 その他投資の回収による 
収入  6,284 36,589 7,626 

投資活動による 
キャッシュ・フロー  △517,157 211,777 △1,312,955 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー     

１ 短期借入金の純増減額  100,000 200,000 371,430 

２ 長期借入れによる収入  ― ― 300,000 

３ 長期借入金の返済による 
支出  △445,900 △293,200 △1,006,000 

４ 社債償還による支出  △45,000 △45,000 △90,000 

５ 配当金の支払額  △121,897 △164,777 △123,434 

６ 自己株式の取得による支出  △2,969 △1,188 △4,299 

財務活動による 
キャッシュ・フロー  △515,767 △304,165 △552,303 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額  26,600 129,662 99,803 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  320,224 238,667 65,629 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高  2,976,306 3,041,935 2,976,306 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高  3,296,530 3,280,602 3,041,935 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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 連結の範囲に関する事項 (イ)連結子会社の数  ８社 
  主要な連結子会社名 
  NIPPO MECHATRONICS PARTS 
  (THAILAND) CO.,LTD. 
  NIPPO MECHATRONICS PARTS 
  (MALAYSIA) SDN.BHD. 
  NK MECHATRONICS CO.,LTD. 
  NIPPO MECHATRONICS 
  (VIETNAM) CO.,LTD. 

エヌ・アイ・ヴィ株式会社は、
清算結了に伴い当中間連結会
計期間より連結の範囲より除
外しております。 
なお、清算結了までの損益及
びキャッシュ・フローは、連
結しております。 

(イ)連結子会社の数  ８社 
  主要な連結子会社名 
  NIPPO MECHATRONICS 
  (THAILAND) CO.,LTD. 
  NIPPO MECHATRONICS 
  (M) SDN.BHD. 
  NK MECHATRONICS CO.,LTD. 
  NIPPO MECHATRONICS 
  (VIETNAM) CO.,LTD. 
 

(イ)連結子会社の数  ８社 
  主要な連結子会社名 
  NIPPO MECHATRONICS 
  (THAILAND) CO.,LTD. 
  NIPPO MECHATRONICS 
  (M) SDN.BHD. 
  NK MECHATRONICS CO.,LTD. 
  NIPPO MECHATRONICS 
  (VIETNAM) CO.,LTD. 

エヌ・アイ・ヴィ株式会社は、
清算結了に伴い連結の範囲よ
り除外しております。 
なお、清算結了までの損益及
びキャッシュ・フローは、連
結しております。 

 (ロ)主要な非連結子会社名 
NIPPO SANGYO(THAILAND) 
CO.,LTD. 
エヌティスクウェア株式会社 
NIPPO MEC CO.,LTD. 
連結の範囲から除いた理由 
非連結子会社３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
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。 

(ロ)主要な非連結子会社名 
エヌティスクウェア株式会社 
連結の範囲から除いた理由 
非連結子会社１社は、小規模
会社であり、総資産、売上高、
中間純損益及び利益剰余金
(持分に見合う額)等は、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。 

(ロ)主要な非連結子会社名 
エヌティスクウェア株式会社 
連結の範囲から除いた理由 
非連結子会社１社は、小規模
会社であり、総資産、売上高、
当期純損益及び利益剰余金
(持分に見合う額)等は、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 

(イ)持分法適用の関連会社数 
  なし 

(イ)    同左 (イ)    同左 

 (ロ)非連結子会社３社は、それぞ
れ中間純損益及び利益剰余金
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、持分法は適用
しておりません。 

(ロ)非連結子会社１社は、中間純
損益及び利益剰余金等に及ぼ
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、持分法は適用しておりま
せん。 

(ロ)非連結子会社１社は、当期純
損益及び利益剰余金等に及ぼ
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、持分法は適用しておりま
せん。 

３ 連結子会社の(中間)決算
日等に関する事項 

 国内連結子会社の中間決算日
は、中間連結決算日と一致し、在
外連結子会社の中間決算日は、６
月末日となっております。 

同左 国内連結子会社の事業年度末日
は、連結決算日と一致し、在外連
結子会社の事業年度末日は、12月
末日となっております。 

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 

(イ)有価証券 
  その他有価証券 
   時価のあるもの 
    中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法(評
価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原
価は移動平均法により算
定) 

   時価のないもの 
    移動平均法による原価法 

(イ)有価証券 
  その他有価証券 
   時価のあるもの 

同左 
 
 
 
 
 

   時価のないもの 
同左 

(イ)有価証券 
  その他有価証券 
   時価のあるもの 
    連結決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差
額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は
移動平均法により算定) 

   時価のないもの 
同左 

 (ロ)たな卸資産 
 ① 商品 
   移動平均法による原価法 
 ② 製品 
   総平均法による原価法 
   ただし、一部の在外連結子

会社は総平均法による低価
法を採用しております。 

(ロ)たな卸資産 
 ① 商品 

同左 
 ② 製品 

同左 

(ロ)たな卸資産 
 ① 商品 

同左 
 ② 製品 

同左 
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項目 
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) 

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) 

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) 

  ③ 原材料 
   移動平均法による原価法 
   ただし、一部の在外連結子

会社は先入先出法による原
価法または総平均法による
低価法を採用しておりま
す。 

 ③ 原材料 
同左 

 

③ 原材料 
同左 

 

 (2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法 

有形固定資産 
 当社及び国内連結子会社は、主
として定率法(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)は、定額
法)を採用し、在外連結子会社は
主として定額法を採用しており
ます。 

有形固定資産 
建物（建物附属設備を除く） 
ａ平成10年３月31日以前に取得し
たもの 
旧定率法を採用しております。 

ｂ平成10年４月１日から平成19年
３月31日までに取得したもの 
旧定額法を採用しております。 

ｃ平成19年４月１日以後に取得し
たもの 
定額法を採用しております。 

建物以外 
ａ平成19年３月31日以前に取得し
たもの 
旧定率法を採用しております。 

ｂ平成19年４月１日以後に取得し
たもの 

定率法を採用しております。 
（会計処理の変更） 
当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、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。 

有形固定資産 
 当社及び国内連結子会社は、主
として定率法(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)は、定額
法)を採用し、在外連結子会社は
主として定額法を採用しており
ます。 

  これにより、従来の方法に比べ、
減価償却費は8,955千円増加し、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8,955千
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。 
（追加情報） 
当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当中間連結
会計期間から平成19年３月31日
以前に取得した有形固定資産に
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％に到達した連
結会計年度の翌連結会計年度よ
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。 
これによる損益に与える影響は

軽微であります。 
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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項目 

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) 

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) 

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) 

  無形固定資産 
 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。 
のれんについては、定額法（償    
却期間５年）を採用しておりま
す。 

無形固定資産 
同左 

無形固定資産 
同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 (イ)貸倒引当金 (イ)貸倒引当金 (イ)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過

去の一定期間における貸倒実績

から算出した貸倒実績率による

繰入額を、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

同左 同左 

 (ロ)賞与引当金 

  一部の在外連結子会社を除

き、従業員の賞与の支給に充て

るため、支給対象期間に基づく

賞与支給見込額を計上しており

ます。 

(ロ)賞与引当金 
同左 

(ロ)賞与引当金 
同左 

 
 

(ハ)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、退職給付債務から年金資産

を控除した額を計上しておりま

す。 

(ハ)退職給付引当金 
同左 

(ハ)退職給付引当金 
同左 

 (ニ)   ――――― 

 
(ニ)役員退職慰労引当金 

役員及び業務執行役員の退職慰
労金の支出に備えるため、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。 
（会計処理の変更） 

当社及び主要な連結子会社の役
員及び業務執行役員の退職慰労金
は、従来支出時に費用として処理し
ていましたが、「租税特別措置法上
の準備金及び特別法上の引当金又
は準備金並びに役員退職慰労引当
金等に関する監査上の取扱い」 
（日本公認会計士協会 監査・保証
実務委員会報告第42号 平成19年
４月13日）が当中間連結会計期間よ
り適用されることになったことに
伴い、当中間連結会計期間より、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役員退職慰労
引当金として計上することといた
しました。 
この変更に伴い、当中間連結会計

期間の期首に計上すべき過年度相
当額29,514千円については特別損
失に、当中間連結会計期間負担額
2,256千円については販売費及び一
般管理費に計上しています。 
これにより、従来の方法に比べ営

業利益、経常利益は2,256千円減少
し、税金等調整前中間純利益は
31,770千円減少しています。 
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。 

(ニ)   ――――― 
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項目 

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) 

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) 

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) 

 (ホ)  ――――― 

 
(ホ)ＰＣＢ処理費用引当金 
  保管するＰＣＢ廃棄物等の処
理費用の支出に備えるため、合
理的に見積もることが出来る費
用について、今後発生が見込ま
れる金額を計上しております。 

（追加情報） 
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
適正な処理の推進に関する特別
措置法（ＰＣＢ廃棄物特別措置
法）」（平成13年６月12日 環境
省 法律第65号）の規定による
塩化ビフェニル廃棄物の処分費
用に充てるため、当中間連結会
計期間末における処理費用の見
積額15,300千円を特別損失に計
上し、固定負債の「ＰＣＢ処理
費用引当金」に15,300千円計上
しております。 
この結果、税金等調整前中間

純利益が15,300千円減少してお
ります。 

(ホ)  ――――― 
 

 (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。 

ただし、在外連結子会社につ

いては通常の売買取引に準じた

会計処理によっております。 

同左 同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法 

 

① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利ス

ワップ取引については、特例処

理を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  (ヘッジ手段) 

   金利スワップ 

  (ヘッジ対象) 

   借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

同左 

  (ヘッジ対象) 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

同左 

  (ヘッジ対象) 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

当社グループは、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、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎

に行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

 (6) その他中間連結財務諸

表(連結財務諸表)作成

のための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

 親会社及び国内連結子会社 

  税抜方式によっておりま

す。 

 在外連結子会社 

  該当ありません。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

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 

 手許現金、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日の

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を資金の範

囲としております。 

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

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) 

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) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「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8,747,757千円でありま

す。 

なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、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。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 

当連結会計年度より、「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9,633,737千円でありま
す。 
なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

――――― ――――― （ストック・オプション等に関する会
計基準等） 
当連結会計年度より、｢ストック・

オプション等に関する会計基準｣（企
業会計基準委員会 平成 17 年 12 月
27 日 企業会計基準第８号）及び｢ス
トック・オプション等に関する会計基
準の適用指針｣（企業会計基準委員会
最終改正平成18年５月31日 企業会
計基準適用指針第 11 号）を適用して
おります。 
これにより、株式報酬費用5,648

千円が費用として計上され、営業利

益、経常利益が5,648千円、税金等調

整前当期純利益が5,615千円減少し

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。 

――――― ――――― （企業結合に係る会計基準等） 
当連結会計年度より、｢企業結合に

係る会計基準｣（企業会計審議会 平

成15年10月31日）及び｢事業分離等に

関する会計基準｣（企業会計基準第７

号 平成17年12月27日）並びに｢企業

結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針｣（企業会計基準

適用指針第10号 平成17年12月27

日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。 
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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 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

  5,402,340 千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

  6,605,732 千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

  6,118,512 千円 
 

※２ 債務の担保として供している
資産等 

 建物 174,806 千円 

 土地 422,642 千円 

 投資有価 
証券 724,530 千円 

 計 1,321,978 千円 
   を短期借入金781,840千円及

び長期借入金852,200千円(う
ち１年内返済長期借入金
495,600 千 円 ) と 極 度 額
310,000千円の営業取引の担
保に供しております。 

※２ 債務の担保として供している
資産等 

 土地 4,930 千円 
 
 

投資有価 
証券 633,829 千円 

 計 638,760 千円 
   を短期借入金726,290千円及

び長期借入金356,600千円(う
ち１年内返済長期借入金
215,600 千 円 ) と 極 度 額
310,000千円の営業取引の担
保に供しております。 

※２ 債務の担保として供している
資産等 

 土地 4,930 千円 

 投資有価 
証券 711,515 千円 

 計 716,446 千円 
   を短期借入金934,150千円及

び長期借入金464,400千円(う
ち１年内返済長期借入金
215,600 千 円 ) と 極 度 額
310,000千円の営業取引の担
保に供しております。 

 ３ 受取手形債権譲渡残高 
100,006千円 

（上記金額の20%を上限として
取立不能等の場合に買取義務
を負っております。） 

 ３     ――――― 
 

 ３ 受取手形債権譲渡残高 
200,000千円 

（上記金額の20%を上限として
取立不能等の場合に買取義務
を負っております。） 

※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、
当中間連結会計期間末日は
金融機関の休日でしたが、満
期日に決済が行われたもの
として処理しています。当中
間連結会計期間末日満期手
形は次のとおりです。 

受取手形  58,652千円 
支払手形  94,018千円 

※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、
当中間連結会計期間末日は
金融機関の休日でしたが、満
期日に決済が行われたもの
として処理しています。当中
間連結会計期間末日満期手
形は次のとおりです。 

受取手形   56,921千円 
支払手形  100,346千円 

※４ 当連結会計年度末日満期手
形の会計処理については、当
連結会計年度末日は金融機
関の休日でしたが、満期日に
決済が行われたものとして
処理しています。当連結会計
年度末日満期手形は次のと
おりです。 

受取手形  39,157千円 
支払手形  104,497千円 
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(中間連結損益計算書関係) 
 

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

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) 

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 販売費及び一般管理費の主な

もの 

 役員報酬・
給料手当 664,246 千円 

 賞与引当金
繰入額 136,083 千円 

 退職給付 
費用 60,870 千円 

 法定福利費
及び厚生費 102,044 千円 

 貸倒引当金
繰入額 1,141 千円 

 地代家賃及
び倉敷料 92,322 千円 

 消耗品費 44,720 千円 

 通信費及び
荷造運搬費 249,036 千円 

 車輌費及び
旅費交通費 138,291 千円 

 租税公課 23,775 千円 

 減価償却費 173,688 千円 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

 役員報酬・
給料手当 666,696 千円 

 賞与引当金
繰入額 158,929 千円 

 退職給付 
費用 36,853 千円 

 法定福利費
及び厚生費 101,966 千円 

 貸倒引当金
繰入額 723 千円 

 地代家賃及
び倉敷料 92,268 千円 

 消耗品費 38,375 千円 

 通信費及び
荷造運搬費 215,011 千円 

 車輌費及び
旅費交通費 153,896 千円 

 租税公課 21,183 千円 

 減価償却費 176,763 千円 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

 役員報酬・
給料手当 1,433,738 千円 

 賞与引当金
繰入額 179,600 千円 

 退職給付 
費用 95,999 千円 

 法定福利費
及び厚生費 231,950 千円 

 貸倒引当金
繰入額 5,723 千円 

 地代家賃及
び倉敷料 189,679 千円 

 消耗品費 84,230 千円 

 通信費及び
荷造運搬費 405,233 千円 

 車輌費及び
旅費交通費 287,464 千円 

 租税公課 58,747 千円 

 減価償却費 376,158 千円 
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

 土地 89,696 千円 

 計 89,696 千円 
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

 土地 198,172 千円 

 建物及び 
構築物 15,439 千円 

 機械装置 
及び運搬具 15,310 千円 

 工具器具 
備品 102 千円 

 計 229,025 千円 
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

 建物及び 
構築物 89,696 千円 

 機械装置 
及び運搬具 3,263 千円 

 工具器具 
備品 6,539 千円 

 計 99,499 千円 
 

※３ 固定資産処分損の内訳 

 建物及び 
構築物 4,022 千円 

 機械装置 
及び運搬具 708 千円 

 工具器具 
備品 1,407 千円 

 土地 176 千円 
 計 6,314 千円 

  

※３ 固定資産処分損の内訳 

 機械装置 
及び運搬具 833 千円 

 工具器具 
備品 1,794 千円 

 計 2,628 千円 
  

※３ 固定資産処分損の内訳 

 建物及び 
構築物 2,385 千円 

 機械装置 
及び運搬具 3,451 千円 

 工具器具 
備品 3,338 千円 

 土地 176 千円 
 計 9,352 千円 
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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) 

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) 

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) 

※４ 減損損失 

当中間連結会計期間において、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 
減損損失 
（千円） 

遊休資
産 

建物 
構築物等 

愛知県 
一宮市 

20,973 

遊休資
産 

土地 
長野県 
塩尻市 

654 

当社グループの減損会計適用に

あたっての資産のグルーピングは、

継続的に損益の把握を実施してい

る管理会計上の単位である事業グ

ループで行っております。なお、賃

貸物件と遊休資産については個々

の物件単位でグルーピングを行っ

ております。 

上記愛知県一宮市の遊休資産に

関しては近いうちに外部に売却す

る予定であり、かつ売却損が見込ま

れるため、また、長野県塩尻市の遊

休資産に関しては今後の使用見込

がなく、かつ市場価格が下落してい

るため、減損損失を認識しました。 

なお、回収可能価額はいずれも正

味売却価額により測定しており、愛

知県一宮市の遊休資産については売

却予定額に基づき、また、長野県塩

尻市の遊休資産に関しては重要性が

乏しいため固定資産税評価額を合理

的に調整した価格に基づき算定して

おります。 

※４    ――――― ※４ 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 
減損損失 
（千円） 

NH ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ 
株式会社 

建物、 

のれん等 
静岡県 

浜松市 116,212 

遊休 
資産 

土地 
長野県 

塩尻市 654 

寮 
建物、 
構築物等 

愛知県 
一宮市 20,973 

当社グループの減損会計適用にあ
たっての資産のグルーピングは継続
的に損益の把握を実施している管理
会計上の単位である事業グループで
行っております。なお、賃貸物件と
遊休資産については個々の物件単位
でグルーピングを行っております。 

上記静岡県浜松市の資産に関して
は、予想しえない市況の変化に伴い、
プラスチック成形品製造設備および
プラスチック成形品関連事業に関す
るのれん等を回収可能価額まで減額
し、減損損失として認識いたしまし
た。また、愛知県一宮市の寮に関し
ては外部に売却する予定であり、か
つ売却損が見込まれたため、また、
長野県塩尻市の遊休資産に関しては
今後の使用見込みがなく、かつ市場
価格が下落しているため、減損損失
を認識しました。 
なお、回収可能価額は正味売却価

額又は使用価値により測定してお

り、静岡県浜松市の資産については

使用価値に基づき、愛知県一宮市の

寮については売却予定額に基づき、

また、長野県塩尻市の遊休資産に関

しては重要性が乏しいため固定資産

税評価額を合理的に調整した価格に

基づき算定しており、使用価値に関

しては０として算定しております。 
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(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） 8,297 － － 8,297 

 
(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） 29 3 － 32 

（変動事由の概要） 
増加数の内訳は、次の通りであります。 
単元未満株式の買取りによる増加 3 千株 
 

(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
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成 18年６月 29日 
定時株主総会 

普通株式 124,014 15.00 平成 18年３月31日 平成 18 年６月 30 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 
該当事項はありません。 

 
 
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） 8,297 － － 8,297 

 
(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） 34 1 － 35 

（変動事由の概要） 
増加数の内訳は、次の通りであります。 
単元未満株式の買取りによる増加 1 千株 
 

(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
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成 19年６月 28日 
定時株主総会 

普通株式 165,263 20.00 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 
該当事項はありません。 
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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 

普通株式（千株） 8,297 － － 8,297 

 
(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 

普通株式（千株） 29 4 － 34 

（変動事由の概要） 
増加数の内訳は、次の通りであります。 
単元未満株式の買取りによる増加 4 千株 
 

(3)新株予約権等に関する事項 
目的となる株式の数（株） 

会社名 内訳 
目的となる 
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 

当連結会計年度 
末残高（千円） 

提出会社 
ストック・オプションとしての
新株予約権 

－ － － － － 5,615 

 
(4)配当に関する事項 
①配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成 18年６月 29日 
定時株主総会 

普通株式 124,014 15.00 平成 18年３月31日 平成 18 年６月 30 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
（千円） 

１株当
たり配
当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成 19年６月 28日 
定時株主総会 

普通株式 
利益剰
余金 

165,263 20.00 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 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

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) 

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

ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,411,289 千円 

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 △114,759 千円 

現金及び 
現金同等物 3,296,530 千円 

 

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

ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,391,774 千円 

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 △111,171 千円 

現金及び 
現金同等物 3,280,602 千円 

 

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科

目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,151,568 千円 

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 △109,633 千円 

現金及び 
現金同等物 3,041,935 千円 

 
 

（開示の省略） 

(リース取引関係)、 (有価証券関係)、 (デリバティブ取引関係)、（ストック・オプション等関係）、（企業結合等

関係）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。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 
 

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) 

 
産業資材 
関連事業 
(千円) 

プラスチック 
成形品 

関連事業 
(千円) 

その他事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 12,887,227 5,350,354 845,690 19,083,272 ― 19,083,272 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 186,644 15,105 14,919 216,669 (216,669) ― 

計 13,073,872 5,365,460 860,610 19,299,942 (216,669) 19,083,272 

営業費用 12,698,653 5,225,651 808,024 18,732,328 (173,966) 18,558,362 

営業利益 375,219 139,809 52,585 567,614 (42,703) 524,910 

(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な製商品 

(1) 産業資材関連事業：電子材料・部品、電子機器・システム、電子制御機器・システム、磁性材料 

(2) プラスチック成形品関連事業：精密プラスチック成形部品、プラスチックマグネット、アッセンブル機

能ユニット、射出成形用精密金型 

(3) その他事業：コンポジット材料、カーゴトラック機器、ＩＣカード 
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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) 

 
産業資材 
関連事業 
(千円) 

プラスチック 
成形品 

関連事業 
(千円) 

その他事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 14,184,140 6,405,911 757,043 21,347,095 ― 21,347,095 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 272,763 18,349 27,819 318,932 (318,932) ― 

計 14,456,904 6,424,261 784,862 21,666,028 (318,932) 21,347,095 

営業費用 13,986,676 6,152,452 741,008 20,880,137 (237,811) 20,642,326 

営業利益 470,227 271,808 43,853 785,890 (81,121) 704,768 

(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な製商品 

(1) 産業資材関連事業：電子材料・部品、電子機器・システム、電子制御機器・システム、磁性材料 

(2) プラスチック成形品関連事業：精密プラスチック成形部品、プラスチックマグネット、アッセンブル機

能ユニット、射出成形用精密金型 

(3) その他事業：コンポジット材料、カーゴトラック機器、ＩＣカード 
３ 会計処理の変更に記載のとおり、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、従来の方法に
比べ、｢産業資材関連事業｣において 6,822 千円、｢プラスチック成形品関連事業｣において 1,696 千円、｢そ
の他事業｣において 436 千円それぞれ営業費用が増加し、営業利益が同額減少しております。 

４ 追加情報に記載のとおり、当中間連結会計期間から平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形固定資産に
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％に到達した連結会計年
度の翌連結会計年度より、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。 
これによる損益に与える影響は軽微であります。 

５ 会計処理の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間より、｢租税特別措置法上の準備金及び特別法上の
引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い｣（日本公認会計士協会 監査・保
証実務委員会報告第42号 平成19年４月13日）を適用し、役員退職慰労金について引当金計上する方法に
変更しております。 
これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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) 

 
産業資材 
関連事業 
(千円) 

プラスチック 
成形品 

関連事業 
(千円) 

その他事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 26,946,540 11,786,804 1,685,920 40,419,265 ― 40,419,265 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 485,686 39,109 27,621 552,417 (552,417) ― 

計 27,432,227 11,825,914 1,713,541 40,971,683 (552,417) 40,419,265 

営業費用 26,618,754 11,449,471 1,623,624 39,691,850 (405,976) 39,285,874 

営業利益 813,472 376,442 89,917 1,279,832 (146,440) 1,133,391 

(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な製商品 

(1) 産業資材関連事業：電子材料・部品、電子機器・システム、電子制御機器・システム、磁性材料 

(2) プラスチック成形品関連事業：精密プラスチック成形部品、プラスチックマグネット、アッセンブル機

能ユニット、射出成形用精密金型 

(3) その他事業：コンポジット材料、カーゴトラック機器、ＩＣカード 
３ 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度より｢ストック・オプション等に関する会計基準｣（企

業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 27 日 企業会計基準第８号）及び｢ストック・オプション等に関する
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５月 31 日 企業会計基準適用指針第 11
号）を適用しております。 
この適用により、従来の方法によった場合に比べて、｢産業資材関連事業｣で 3,774 千円、｢プラスチック

成形品関連事業｣で 1,678 千円及び｢その他事業｣で 195 千円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益がそれ
ぞれ同額減少しております。 
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【所在地別セグメント情報】 
 

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) 

 
日本 

(千円) 
東南アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 13,997,161 5,086,111 19,083,272 ― 19,083,272 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 525,621 94,345 619,967 (619,967) ― 

計 14,522,783 5,180,457 19,703,240 (619,967) 19,083,272 

営業費用 14,122,354 4,903,699 19,026,054 (467,691) 18,558,362 

営業利益 400,428 276,757 677,186 (152,275) 524,910 

(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

東南アジア……タイ・マレーシア・シンガポール・台湾・中華人民共和国・ベトナム 
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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) 

 
日本 

(千円) 
東南アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 15,163,224 6,183,870 21,347,095 － 21,347,095 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 584,603 63,014 647,618 (647,618) － 

計 15,747,828 6,246,885 21,994,714 (647,618) 21,347,095 

営業費用 14,875,442 6,163,675 21,039,118 (396,791) 20,642,326 

営業利益 872,386 83,209 955,596 (250,827) 704,768 

(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

東南アジア……タイ・マレーシア・シンガポール・台湾・中華人民共和国・ベトナム 
３ 会計処理の変更に記載のとおり、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、従来の方法に
比べ、｢日本｣において 8,955 千円営業費用が増加し、営業利益が同額減少しております。 

４ 追加情報に記載のとおり、当中間連結会計期間から平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形固定資産に
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％に到達した連結会計年
度の翌連結会計年度より、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。 
これによる損益に与える影響は軽微であります。 

５ 会計処理の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間より、｢租税特別措置法上の準備金及び特別法上の
引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い｣（日本公認会計士協会 監査・保
証実務委員会報告第42号 平成19年４月13日）を適用し、役員退職慰労金について引当金計上する方法に
変更しております。 
これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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) 

 
日本 

(千円) 
東南アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 29,049,062 11,370,202 40,419,265 ― 40,419,265 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 1,132,274 171,853 1,304,127 (1,304,127) ― 

計 30,181,337 11,542,056 41,723,393 (1,304,127) 40,419,265 

営業費用 29,100,334 11,082,874 40,183,208 (897,334) 39,285,874 

営業利益 1,081,003 459,182 1,540,185 (406,793) 1,133,391 

(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

東南アジア……タイ・マレーシア・シンガポール・台湾・中華人民共和国・ベトナム 
３ 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度より｢ストック・オプション等に関する会計基準｣（企

業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 27 日 企業会計基準第８号）及び｢ストック・オプション等に関する
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５月 31 日 企業会計基準適用指針第 11
号）を適用しております。 
この適用により、従来の方法によった場合に比べて、｢日本｣で5,648千円営業費用が増加し、営業利益が

同額減少しております。 
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【海外売上高】 
 

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)  

東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,828,783 6,799 4,835,582 

Ⅱ 連結売上高(千円)  19,083,272 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 25.3 0.0 25.3 

(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア……タイ・マレーシア・シンガポール・台湾・中華人民共和国・大韓民国・ベトナム・ 

フィリピン・インドネシア 

(2) その他の地域…アメリカ・オーストラリア 

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 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)  

東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 5,568,518 1,326 5,569,844 

Ⅱ 連結売上高(千円)  21,347,095 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 26.1 0.0 26.1 

(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア……タイ・マレーシア・シンガポール・台湾・中華人民共和国・大韓民国・ベトナム・ 

フィリピン・インドネシア 

(2) その他の地域…アメリカ・オーストラリア 

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 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)  

東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 10,332,516 10,616 10,343,132 

Ⅱ 連結売上高(千円)  40,419,265 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 25.6 0.0 25.6 

(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア……タイ・マレーシア・シンガポール・台湾・中華人民共和国・大韓民国・ベトナム・ 

フィリピン・インドネシア 

(2) その他の地域…アメリカ 

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 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

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株当たり純資産額 1,058円45銭
 

１株当たり純資産額 1,284円49銭
 

１株当たり純資産額 1,165円87銭
 

１株当たり中間純利益 66円13銭
 

１株当たり中間純利益 112円24銭
 

１株当たり当期純利益 166円68銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりませ
ん。 
 

 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
を有しないため記載しておりませ
ん。 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、希薄化効果
を有しないため記載しておりませ
ん。 
 

(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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

中間(当期)純利益(千円) 546,718 927,352 1,377,681 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(千円) 546,718 927,352 1,377,681 

期中平均株式数(株) 8,266,873 8,262,416 8,265,490 
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(重要な後発事象) 

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) 

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) 

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) 

（新株予約権の発行について） 
 当社は平成18年10月6日開催の取
締役会において、会社法第236条、
第238条及び第239条の規定に基づ
き、取締役、監査役、業務執行役員
及び従業員に対するストックオプ
ションとしての新株予約権の発行
について決議いたしました。同決議
による新株予約権の発行の内容は
下記のとおりであります。 

1.取締役及び監査役に対する新株予約
権の発行 

(1)新株予約権の発行日 
平成 18 年 10 月 31 日 

(2)新株予約権の発行数 
570 個（各新株予約権 1 個当
たり株式の数 100 株） 

(3)新株予約権の発行価格 
1 株当たり 206 円 

(4)発行価額の総額 
56,544,000 円 

(5)新株予約権の目的たる株式の
種類及び数 
当社普通株式 57,000 株 

(6)新株予約権の行使に際しての
払込金額 

1 株につき 992 円 
(7)新株予約権の行使期間 

自 平成 21 年 11 月 1 日 
至 平成 23 年 10 月 31 日 

(8)新株予約権の割当対象者数 
当社取締役及び監査役 9 名 

2.従業員等に対する新株予約権の発行 
(1)新株予約権の発行日 

平成 18 年 10 月 31 日 
(2)新株予約権の発行数 

1,376 個（各新株予約権 1 個
当たり株式の数 100 株） 

(3)新株予約権の発行価格 
無償 

(4)発行価額の総額 
136,499,200 円 

(5)新株予約権の目的たる株式の
種類及び数 
当社普通株式 137,600 株 

(6)新株予約権の行使に際しての
払込金額 

1 株につき 992 円 
(7)新株予約権の行使期間 

自 平成 21 年 11 月 1 日 
至 平成23年10月31日 

(8)新株予約権の割当対象者数 
当社業務執行役員及び従業

員255名 

（株式分割について） 
 当社は、平成 19 年 8 月 9 日開催の取
締役会において株式分割による新株式
の発行を行う旨の決議をしております。
当該株式分割の内容は下記のとおりで
あります。 
1.株式分割の概要 
(1)分割の方法 

平成 19 年 9月 30 日（日曜日）〔た
だし、当日および平成 19 年 9 月 29
日（土曜日）は株主名簿管理人の休
業日につき、実質上は平成 19 年 9
月 28 日（金曜日）〕最終の株主名簿
及び実質株主名簿に記載または記
録された株主の所有株式数を１株
につき 1.1 株の割合をもって分割。

(2)分割により増加する株式数 
  株式分割前の当社発行済株式総数 
    8,297,580 株 
  今回の分割により増加する株式数 
     829,758 株 
  株式分割後の当社発行済株式総数 
    9,127,338 株 
2.配当起算日 

平成 19 年 10 月 1 日（月曜日） 
なお、前期首に当該株式分割が行わ

れたと仮定した場合における（１株当
たり情報）の各数値はそれぞれ以下の
とおりであります。 
前中間連結会計期間 

  １株当たり純資産額 
   962 円 23 銭 
  １株当たり中間純利益 
    60 円 12 銭 
  潜在株式調整後１株当たり中間純

利益 
    －円－銭 
当中間連結会計期間 

  １株当たり純資産額 
1,167 円 72 銭 

  １株当たり中間純利益 
102 円 03 銭 

  潜在株式調整後１株当たり中間純
利益 
 －円－銭 

前連結会計年度 
  １株当たり純資産額 

1,059 円 88 銭 
  １株当たり当期純利益 

151 円 53 銭 
  潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 
－円－銭 

――――― 
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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) 

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) 

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) 

――――― （会社法第 165条第２項の規定による定
款の定めに基づく自己株式の取得） 

当社は、平成 19 年 11 月 14 日開催
の取締役会において、会社法第 165 条
第 3項の規定により読み替えて適用さ
れる同法第 156 条の規定に基づき、当
社普通株式を、株式の総数 200,000 株、
取得価額の総額 150,000千円を限度と
して、平成 19 年 11 月 15 日から平成
20 年 5 月 14 日までの期間に、取得す
ることを決議いたしました。 

――――― 

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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中間財務諸表等 

(1) 【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 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  2,207,400   2,068,114   1,572,228   

２ 受取手形  1,740,008   1,736,515   1,635,063   

３ 売掛金  4,167,698   4,454,055   4,832,198   

４ たな卸資産  666,692   669,656   693,988   

５ 繰延税金資産  202,800   420,275   378,769   

６ その他  194,259   197,573   171,147   

７ 貸倒引当金  △4,471   △1,266   △6,244   

流動資産合計   9,174,388 51.9  9,544,925 55.5  9,277,152 52.6 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産           

１ 建物  1,304,214   1,058,607   1,258,273   

２ 土地  727,831   310,119   727,831   

３ その他  848,454   829,355   790,482   

有形固定資産合計  2,880,499   2,198,082   2,776,586   

(2) 無形固定資産  271,725   234,258   250,736   

(3) 投資その他の資産           

１ 投資有価証券  1,096,709   980,534   1,091,645   

２ 関係会社株式  888,011   799,672   799,672   

３ 長期貸付金  2,255,876   2,473,638   2,594,629   

４ 長期未収入金  300,000   359,400   300,000   

５ その他  916,488   675,947   709,611   

６ 貸倒引当金  △90,296   △81,227   △146,668   

投資その他の 
資産合計 

 5,366,790   5,207,965   5,348,890   

固定資産合計   8,519,015 48.1  7,640,305 44.5  8,376,213 47.4 

資産合計   17,693,404 100.0  17,185,231 100.0  17,653,366 100.0 



 38 

 

  
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 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形  361,922   386,545   350,507   

２ 買掛金  5,658,448   4,577,909   5,228,751   

３ 短期借入金  889,500   1,341,720   1,152,200   

４ １年内償還社債  90,000   60,000   90,000   

５ １年内返済長期 
借入金  802,900   505,900   532,500   

６ 未払法人税等  18,112   15,976   23,791   

７ 賞与引当金  178,443   184,144   199,503   

８ その他  471,188   501,407   562,147   

流動負債合計   8,470,515 47.9  7,573,604 44.1  8,139,402 46.1 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債  255,000   195,000   210,000   

２ 長期借入金  590,900   334,600   601,200   

３ 再評価に係る 
繰延税金負債  5,300   5,300   5,300   

４ 退職給付引当金  476,373   463,816   458,974   

５ 役員退職慰労引当金  ―   31,770   ―   

６ ＰＣＢ処理費用 
引当金 

 ―   15,300   ―   

７ その他  19,467   3,000   13,131   

固定負債合計   1,347,041 7.6  1,048,787 6.1  1,288,605 7.3 

負債合計   9,817,557 55.5  8,622,392 50.2  9,428,007 53.4 
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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 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   3,137,754   3,137,754   3,137,754  

２ 資本剰余金           

（１）資本準備金  1,963,068   1,963,068   1,963,068   

（２）その他資本剰余金  380,000   380,000   380,000   

資本剰余金合計   2,343,068   2,343,068   2,343,068  

３ 利益剰余金           

（１）利益準備金  123,725   123,725   123,725   

（２）その他利益剰余金           

別途積立金  2,740,000   2,040,000   2,740,000   

繰越利益剰余金  △813,608   639,169   △465,256   

利益剰余金合計   2,050,116   2,802,894   2,398,468  

４ 自己株式   △18,118   △20,637   △19,448  

株主資本合計   7,512,820 42.5  8,263,080 48.1  7,859,842 44.5 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
評価差額金   356,288   281,103   353,162  

２ 土地再評価差額金   6,737   6,737   6,737  

評価・換算差額等合計   363,026 2.0  287,841 1.7  359,900 2.1 

Ⅲ 新株予約権   ― ―  11,916 0.0  5,615 0.0 

純資産合計   7,875,846 44.5  8,562,838 49.8  8,225,358 46.6 

負債純資産合計   17,693,404 100.0  17,185,231 100.0  17,653,366 100.0 
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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 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   14,742,034 100.0  15,894,314 100.0  30,623,419 100.0 

Ⅱ 売上原価   12,918,421 87.6  13,888,437 87.4  26,726,453 87.3 

売上総利益   1,823,613 12.4  2,005,876 12.6  3,896,965 12.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,532,511 10.4  1,533,184 9.6  3,146,846 10.2 

営業利益   291,101 2.0  472,691 3.0  750,118 2.5 

Ⅳ 営業外収益   86,981 0.6  119,853 0.7  222,763 0.7 

Ⅴ 営業外費用   74,817 0.5  115,320 0.7  147,914 0.5 

経常利益   303,265 2.1  477,224 3.0  824,968 2.7 

Ⅵ 特別利益   97,657 0.7  162,851 1.0  102,013 0.3 

Ⅶ 特別損失   67,022 0.5  47,442 0.3  229,519 0.7 

税引前中間(当期) 
純利益 

  333,900 2.3  592,633 3.7  697,461 2.3 

法人税、住民税及び 
事業税  23,536   22,944   38,746   

法人税等調整額  △41,084 △17,547 △0.1 ― 22,944 0.1 △41,084 △2,337 △0.0 

中間(当期)純利益   351,447 2.4  569,689 3.6  699,799 2.3 
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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：千円） 

 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 

利益 

準備金 別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

平成18年３月31日残高 3,137,754 1,963,068 380,000 123,725 1,790,000 1,226,987 △15,149 8,606,385 

中間会計期間中の変動額         

利益処分による剰余金の配当      △124,014  △124,014 

別途積立金の積立     950,000 △950,000  ― 

中間純利益      351,447  351,447 

自己株式の取得       △2,969 △2,969 

土地再評価差額金の取崩      △1,318,028  △1,318,028 

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 ― ― ― ― 950,000 △2,040,595 △2,969 △1,093,564 

平成18年９月30日残高 3,137,754 1,963,068 380,000 123,725 2,740,000 △813,608 △18,118 7,512,820 

 

 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年３月31日残高 448,008 △1,311,290 △863,282 7,743,102 

中間会計期間中の変動額     

利益処分による剰余金の配当    △124,014 

別途積立金の積立    ― 

中間純利益    351,447 

自己株式の取得    △2,969 

土地再評価差額金の取崩    △1,318,028 

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額（純額） 
△91,719 1,318,028 1,226,308 1,226,308 

中間会計期間中の変動額合計 △91,719 1,318,028 1,226,308 132,743 

平成18年９月30日残高 356,288 6,737 363,026 7,875,846 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

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：千円） 

 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 

利益 

準備金 別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

平成19年３月31日残高 3,137,754 1,963,068 380,000 123,725 2,740,000 △465,256 △19,448 7,859,842 

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当      △165,263  △165,263 

別途積立金の取崩     △700,000 700,000  ― 

中間純利益      569,689  569,689 

自己株式の取得       △1,188 △1,188 

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 ― ― ― ― △700,000 1,104,426 △1,188 403,237 

平成19年９月30日残高 3,137,754 1,963,068 380,000 123,725 2,040,000 639,169 △20,637 8,263,080 

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 
土地再評価差額金 評価・換算差額合計 

新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高 353,162 6,737 359,900 5,615 8,225,358 

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △165,263 

別途積立金の取崩     ― 

中間純利益     569,689 

自己株式の取得     △1,188 

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額（純額） 
△72,058  △72,058 6,300 △65,757 

中間会計期間中の変動額合計 △72,058 ― △72,058 6,300 337,480 

平成19年９月30日残高 281,103 6,737 287,841 11,916 8,562,838 
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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）                    （単位：千円） 

 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 

利益 

準備金 別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

平成18年３月31日残高 3,137,754 1,963,068 380,000 123,725 1,790,000 1,226,987 △15,149 8,606,385 

事業年度中の変動額         

利益処分による剰余金の配当      △124,014  △124,014 

別途積立金の積立     950,000 △950,000  ― 

当期純利益      699,799  699,799 

自己株式の取得       △4,299 △4,299 

土地再評価差額金の取崩      △1,318,028  △1,318,028 

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 ― ― ― ― 950,000 △1,692,243 △4,299 △746,542 

平成19年３月31日残高 3,137,754 1,963,068 380,000 123,725 2,740,000 △465,256 △19,448 7,859,842 

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 
土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高 448,008 △1,311,290 △863,282 ― 7,743,102 

事業年度中の変動額      

利益処分による剰余金の配当     △124,014 

別途積立金の積立     ― 

当期純利益     699,799 

自己株式の取得     △4,299 

土地再評価差額金の取崩     △1,318,028 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
△94,845 1,318,028 1,223,182 5,615 1,228,798 

事業年度中の変動額合計 △94,845 1,318,028 1,223,182 5,615 482,255 

平成19年３月31日残高 353,162 6,737 359,900 5,615 8,225,358 

 

 

 

 (2) 【その他】 

該当事項はありません。 


