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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 8,592 △11.3 1,022 △26.6 1,026 △26.4 567 △28.5

18年９月中間期 9,683 43.9 1,393 14.1 1,394 15.9 793 85.0

19年３月期 20,693 － 3,152 － 3,169 － 1,867 －

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 52 52 － －

18年９月中間期 78 66 76 48

19年３月期 180 28 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 16,919 6,815 40.3 630 91

18年９月中間期 19,825 4,714 23.8 463 50

19年３月期 18,640 6,505 34.9 602 08

（参考）自己資本 19年９月中間期 6,815百万円 18年９月中間期 4,714百万円 19年３月期 6,505百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 △703 △420 △272 2,665

18年９月中間期 △1,148 △304 953 2,200

19年３月期 1,135 △682 908 4,062

２．配当の状況

  １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 6 00 12 00 18 00
20年３月期 7 00 －

20年３月期（予想） － 8 00 15 00

（注）19年3月期期末配当金の内訳　　記念配当　3 円 00 銭

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 16,500 △20.3 2,100 △33.4 2,050 △35.3 1,250 △33.1 115 70

－ 1 －



４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数

（自己株式を含む）

19年９月

中間期

10,821,720株 18年９月

中間期

10,171,801株 19年３月期 10,821,720株

②　期末自己株式数
19年９月

中間期
18,618株

18年９月

中間期
14,338株 19年３月期 16,369株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予測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

 ①業界の状況

　当中間期は、昨年末よりの、液晶パネル用フイルムメーカーの広幅フイルムへの移行の時期の見極めにより、業

界全体の設備投資の時期が大きく遅れました。その結果、当社も液晶テレビおよびプラズマテレビ向け光学フイル

ム用製造装置の受注高で少なからぬ影響を受けました。

　しかし、依然として当業界における潜在的な設備投資意欲には強いものが感じられます。当社では、2008年開催

の北京オリンピックおよび2011年の地上波デジタル放送への移行に伴う、消費者の買い替え需要に対応するための

光学フイルムメーカーの大型設備投資に十分対応できる生産基盤が整い、前期に発行した新株予約権付社債により、

今年9月に2,400㎡の準クリーンレベルの組立工場を、現滋賀工場敷地内に新築し、生産能力の向上として25%以上

が期待できるように対応致しました。

　次に、第2の事業柱としては、二次電池が急速な技術開発により太陽光発電、風力発電、ハイブリッドカーおよ

び電気自動車などに、ますます採用されるものと期待し、二次電池向け電極製造装置の研究開発にも投資をしてま

いります。また、新しい塗工方式として今年4月の東京ビッグサイトにおける「コンバーティング機材・特殊印刷

展」に出展いたしましたインクジェット方式の薄膜塗工装置INVEXデジタルコーターは、大変好評で注目を集めま

した。今後もお客様のニーズを的確にとらえ、新製品や新技術の研究開発に努め、ベストソリューションの提案を

してまいります。

 ②売上及び損益の状況

  売上高は、8,592百万円(前期比11.3％減)となりました。これは主に液晶パネル用フイルムメーカーの設備投資

が一時的に抑制されたことによるものです。また、輸出売上高は、2,974百万円(前期比114.9％増)となりました。

これは主に光学系および電子材料系の中でも特に光学系フイルム用塗工乾燥装置が伸びたためです。

　売上総利益率は、16.6％（前期比1.6ポイント減）となりました。これは主に、特定の製番に手直し工事が発生

し、予想以上の原価が発生したことによるものです。

　販売費及び一般管理費は、403百万円(前期比10.1％増)となりました。これは主に東京ビッグサイトでの展示会

費、内部統制の構築費用の増加によるものです。

　その結果、営業利益1,022百万円(前期比26.6％減)、中間純利益567百万円(前期比28.5％減)となりました。

 ③受注の状況

  受注高は、5,695百万円(前期比37.9％減)、受注残高は、10,224百万円(前期比39.8％減)となりました。これは

主に液晶パネル用フイルムメーカーが設備投資を抑制したことによるものです。また、輸出受注高は、667百万円

（前期比74.0％減）、輸出受注残高は、1,431百万円（前期比68.6％減）となりました。これは主に韓国・台湾に

おいて液晶パネル用フイルムメーカーの製品供給過剰による価格の下落に嫌気がした一時的な設備投資の抑制によ

るものと考えられます。

 ④通期の見通し

  通期のわが国経済の設備投資意欲は、昨年ほどの強い勢いが感じられませんが、様々な業種へ確実に波及してい

るように感じられます。

　受注内容は、液晶テレビの市場価格も下げ止まりの様子が窺えますが、低価格および短納期の傾向が変わらず、

依然として厳しい状況が続いております。

　利益性向については、見積もり段階での原価が材料費、運賃、外注費等の上昇を受け、徐々に利益率の低下傾向

が見られるようになっています。

　次期業績予想の変更は、特定の製番において受注先の工場建設計画の遅延により、納期が次期に繰り越されたこ

とによるものです。
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(2）財政状態に関する分析

 ①資産・負債及び純資産の状況

  総資産は、16,919百万円(前期比14.7％減)となりました。これは主に前期の急激な売上増加に伴う、売上債権、

たな卸資産および仕入債務、前受金の大幅な増加が、受注の減少に伴い収縮に転じたことによるものです。

　また、固定資産として新たに建物612百万円を計上しております。これは、今年9月に完成しました準クリーンレ

ベルの組立工場の完成によるものです。

  純資産は、6,815百万円(前期比44.6％増)となり、自己資本比率は、40.3％になりました。

 ②キャッシュ・フローの状況

 当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、2,665百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  　営業活動の結果使用した資金は、703百万円となりました。これは主に売掛金の増加、支払手形、前受金の減

　少および法人税等の支払いによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  　投資活動の結果使用した資金は、420百万円となりました。これは主に準クリーンレベルの組立工場の建設お

　よび新たに3銘柄の投資有価証券を取得したことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 　 財務活動の結果使用した資金は、272百万円となりました。これは主に長期借入金の返済および平成19年3月期

　の期末配当金の支払いによるものです。　　　　　 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社は、経営環境、業績、将来の展望を総合的に勘案して、最適な利益配当と内部留保額を決定しております。

　利益配当については、景気の好不況に大きく影響を受けない事業モデルを確立し、安定的な継続配当を目標とし

ております。内部留保については、今後高成長が見込める高付加価値製品の研究開発や既存事業の効率化等に投資

をしていく方針です。また、安定した経営基盤と考えられる自己資本比率50％達成を当面の目標として、内部資本

の充実を計りたいと考えております。従って、配当性向10％以上を基準配当率と考え、20年3月期は、中間配当7円、

期末配当8円の合計で年間配当15円を実施する予定です。

 

(4）事業等のリスク

・特定の販売先に対する売上依存度の高さ

・中国の急激な経済発展に伴う主要材料（ニッケル、鉄など）の値上がりと必要量の確保

・薄型テレビ（液晶）に対する市場の変化

・当社は、円建て輸出を基本としておりますが、大幅な為替の変動による輸出受注の減少

 

２．企業集団の状況
 

 該当事項は、ありません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、持続的な成長発展を図り、企業価値の最大化に努めることが、株主及び顧客のご期待に応えることである

と考えております。そのため、社会やマーケットの潮流を的確に把握し、これまで培ってきた優位の技術を融合し、

技術やサービスを通じて最適なソリューションを提供する「技術革新型企業」を目指しております。対外的には透明

かつ公正な企業活動を行うことにより、真に豊かな社会の実現に貢献することを経営方針としております。

 

 

(2）目標とする経営指標

  当社の製品は、大半が先端産業向け機器で、そのすべてが特別仕様の受注型生産形態となっております。そのため

機器の設計製作段階において開発投資的な費用が発生しても、個別の製品原価に含まれる仕組みとなっております。

　その結果、年度により大きく利益が上下して、ＲＯＥやＲＯＡなどの経営上の基準となる目標比率を導入しづらい

構造となっていますが、事業計画は、営業利益率15.0％以上を目標にして立案しております。

 

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、社是である「誠実、行動、転回」を行動指針とし、最新技術の創造と活性化に取り組んでおります。戦略

としては、情報通信や環境、エネルギー等のマーケットに対応した将来の成長性が見込める、高度技術製品分野への

製品開発を重点的に推進しております。

　一方、従来機種についても、刻一刻と変化するマーケット環境のニーズに対応するため、技術力を高め、新用途の

開拓を図っております。また、収益構造の改革を断行して、原価率をより低減し、マーケットでの価格優位性を獲得

し、さらなる競争力強化に取り組んでいく方針です。

 

 

(4）会社の対処すべき課題

  依然として当業界における潜在的な設備投資意欲には強いものが感じられますが、液晶テレビの市場価格の値下が

りが予想以上に早く、受注金額の値下げ要請も厳しいものになっております。また、主要材料のステンレス材の原料

であるニッケルや鉄などの単価の上昇も厳しいものになっております。

　当社としては、製品品質を維持しつつ、各部分の仕様の見直しによるコストダウンの徹底、計画予算の徹底、直接

部門である技術本部・製造本部・資材本部でのコスト管理の徹底が最重要課題と考えております。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（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 2,300,570   2,765,773   4,162,665   

２．受取手形 ＊４ 5,235,310   2,460,650   3,551,929   

３．売掛金  3,480,291   4,005,755   3,181,676   

４. たな卸資産  3,940,699   1,991,997   2,674,088   

５．その他 ＊３ 273,770   313,853   341,458   

流動資産合計   15,230,642 76.8  11,538,030 68.2  13,911,818 74.6

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ＊1・2          

１．建物  500,367   1,122,933   527,914   

２．機械及び装置  384,152   403,226   436,804   

３．土地  1,729,386   1,836,929   1,727,449   

４．その他  186,508   200,479   224,076   

有形固定資産合計  2,800,415   3,563,569   2,916,246   

(2）無形固定資産  14,908   41,172   42,259   

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券 ＊２ 1,501,702   1,457,877   1,535,142   

２．その他  296,719   336,894   253,270   

貸倒引当金  △18,500   △18,500   △18,500   

投資その他の資産合計  1,779,921   1,776,271   1,769,913   

固定資産合計   4,595,245 23.2  5,381,012 31.8  4,728,418 25.4

資産合計   19,825,888 100.0  16,919,042 100.0  18,640,237 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（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  6,407,931   4,179,841   4,941,523   

２．買掛金  1,532,227   1,557,199   976,877   

３. 1年以内償還予定の社債  －   220,000   －   

４．短期借入金 ＊２ 667,300   914,140   928,340   

５．未払法人税等  596,596   415,141   932,544   

６．前受金  2,628,661   681,763   1,938,009   

７．賞与引当金  141,929   163,747   139,502   

８．役員賞与引当金  31,000   23,232   70,800   

９．その他 ＊３ 147,183   482,574   360,960   

流動負債合計   12,152,829 61.3  8,637,640 51.1  10,288,558 55.2

Ⅱ　固定負債           

１．社債  995,000   －   220,000   

２．長期借入金 ＊２ 546,050   188,100   314,320   

３．再評価に係る繰延税金負
債

 628,436   627,650   627,650   

４．退職給付引当金  733,796   531,577   554,927   

５．役員退職慰労引当金  55,107   －   59,662   

６. その他  －   118,252   69,415   

固定負債合計   2,958,390 14.9  1,465,580 8.6  1,845,975 9.9

負債合計   15,111,220 76.2  10,103,220 59.7  12,134,533 65.1

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   615,625 3.1  1,003,125 5.9  1,003,125 5.4

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  128,358   515,858   515,858   

資本剰余金合計   128,358 0.6  515,858 3.0  515,858 2.8

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  109,922   109,922   109,922   

(2）その他利益剰余金           

退職給与積立金  6,000   6,000   6,000   

別途積立金  1,560,000   3,160,000   1,560,000   

繰越利益剰余金  932,139   783,911   1,946,091   

利益剰余金合計   2,608,062 13.2  4,059,834 24.0  3,622,014 19.4

４．自己株式   △9,198 △0.0  △14,334 △0.0  △12,129 △0.1

株主資本合計   3,342,847 16.9  5,564,483 32.9  5,128,868 27.5

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額
金

  426,066 2.1  306,735 1.8  432,232 2.3

２．土地再評価差額金   945,753 4.8  944,602 5.6  944,602 5.1

評価・換算差額等合計   1,371,820 6.9  1,251,338 7.4  1,376,834 7.4

純資産合計   4,714,667 23.8  6,815,821 40.3  6,505,703 34.9

負債純資産合計   19,825,888 100.0  16,919,042 100.0  18,640,237 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   9,683,224 100.0  8,592,953 100.0  20,693,335 100.0

Ⅱ　売上原価   7,923,341 81.8  7,166,724 83.4  16,801,477 81.2

売上総利益   1,759,883 18.2  1,426,229 16.6  3,891,858 18.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  366,563 3.8  403,591 4.7  738,921 3.6

営業利益   1,393,319 14.4  1,022,638 11.9  3,152,936 15.2

Ⅳ　営業外収益 ＊１  27,364 0.3  22,661 0.2  70,366 0.3

Ⅴ　営業外費用 ＊２  26,194 0.3  18,509 0.2  53,978 0.3

経常利益   1,394,490 14.4  1,026,791 11.9  3,169,324 15.2

Ⅵ　特別利益 ＊３  90 0.0  2,622 0.0  90 0.0

Ⅶ　特別損失 ＊４  269 0.0  9,188 0.0  8,978 0.0

税引前中間(当
期)純利益

  1,394,311 14.4  1,020,225 11.9  3,160,437 15.2

法人税、住民
税及び事業税

 593,747   407,281   1,313,390   

法人税等調整
額

 6,825 600,573 6.2 45,460 452,741 5.3 △20,524 1,292,866 6.2

中間(当期)純
利益

  793,738 8.2  567,484 6.6  1,867,571 9.0
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計退職給与

積立金
別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高
（千円）

503,125 15,858 15,858 109,922 6,000 910,000 934,896 1,960,819 △6,392 2,473,409

中間会計期間中の変動額           

新株の発行 112,500 112,500 112,500 － － － － － － 225,000

別途積立金の積立て（注） － － － － － 650,000 △650,000 － － －

剰余金の配当（注） － － － － － － △100,495 △100,495 － △100,495

役員賞与（注） － － － － － － △46,000 △46,000 － △46,000

中間純利益 － － － － － － 793,738 793,738 － 793,738

自己株式の取得 － － － － － － － － △2,805 △2,805

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

112,500 112,500 112,500 － － 650,000 △2,756 647,243 △2,805 869,437

平成18年９月30日残高
（千円）

615,625 128,358 128,358 109,922 6,000 1,560,000 932,139 2,608,062 △9,198 3,342,847

 

評価・換算差額等

純資産合計
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

平成18年３月31日残高
（千円）

571,501 945,753 1,517,254 3,990,664

中間会計期間中の変動額     

新株の発行 － － － 225,000

別途積立金の積立て（注） － － － －

剰余金の配当（注） － － － △100,495

役員賞与（注） － － － △46,000

中間純利益 － － － 793,738

自己株式の取得 － － － △2,805

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△145,434 － △145,434 △145,434

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△145,434 － △145,434 724,003

平成18年９月30日残高
（千円）

426,066 945,753 1,371,820 4,714,667

　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計退職給与

積立金
別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高
（千円）

1,003,125 515,858 515,858 109,922 6,000 1,560,000 1,946,091 3,622,014 △12,129 5,128,868

中間会計期間中の変動額           

別途積立金の積立て － － － － － 1,600,000 △1,600,000 － － －

剰余金の配当 － － － － － － △129,664 △129,664 － △129,664

中間純利益 － － － － － － 567,484 567,484 － 567,484

自己株式の取得 － － － － － － － － △2,204 △2,204

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － － 1,600,000 △1,162,180 437,819 △2,204 435,615

平成19年９月30日残高
（千円）

1,003,125 515,858 515,858 109,922 6,000 3,160,000 783,911 4,059,834 △14,334 5,564,483

 

評価・換算差額等

純資産合計
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

平成19年３月31日残高
（千円）

432,232 944,602 1,376,834 6,505,703

中間会計期間中の変動額     

別途積立金の積立て － － － －

剰余金の配当 － － － △129,664

中間純利益 － － － 567,484

自己株式の取得 － － － △2,204

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△125,496 － △125,496 △125,496

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△125,496 － △125,496 310,118

平成19年９月30日残高
（千円）

306,735 944,602 1,251,338 6,815,821
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計退職給与

積立金
別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高
（千円）

503,125 15,858 15,858 109,922 6,000 910,000 934,896 1,960,819 △6,392 2,473,409

事業年度中の変動額           

新株の発行 500,000 500,000 500,000 － － － － － － 1,000,000

別途積立金の積立て（注） － － － － － 650,000 △650,000 － － －

剰余金の配当（注） － － － － － － △100,495 △100,495 － △100,495

剰余金の配当 － － － － － － △61,030 △61,030 － △61,030

役員賞与（注） － － － － － － △46,000 △46,000 － △46,000

当期純利益 － － － － － － 1,867,571 1,867,571 － 1,867,571

自己株式の取得 － － － － － － － － △5,736 △5,736

土地再評価差額金取崩額 － － － － － － 1,150 1,150 － 1,150

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

500,000 500,000 500,000 － － 650,000 1,011,195 1,661,195 △5,736 2,655,458

平成19年３月31日残高
（千円）

1,003,125 515,858 515,858 109,922 6,000 1,560,000 1,946,091 3,622,014 △12,129 5,128,868

 

評価・換算差額等

純資産合計
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

平成18年３月31日残高
（千円）

571,501 945,753 1,517,254 3,990,664

事業年度中の変動額     

新株の発行 － － － 1,000,000

別途積立金の積立て（注） － － － －

剰余金の配当（注） － － － △100,495

剰余金の配当 － － － △61,030

役員賞与（注） － － － △46,000

当期純利益 － － － 1,867,571

自己株式の取得 － － － △5,736

土地再評価差額金取崩額 － － － 1,150

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△139,269 △1,150 △140,419 △140,419

事業年度中の変動額合計
（千円）

△139,269 △1,150 △140,419 2,515,038

平成19年３月31日残高
（千円）

432,232 944,602 1,376,834 6,505,703

　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（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     

税引前中間（当期）純利益  1,394,311 1,020,225 3,160,437

減価償却費  64,278 75,548 140,500

減損損失  － － 1,936

投資有価証券評価損  － － 1,028

貸倒引当金の増減額（減少：△）  900 － 900

受取利息及び受取配当金  △11,234 △14,886 △17,572

支払利息  10,562 9,915 21,563

為替差損（差益：△）  △32 589 △896

役員退職慰労引当金戻入益  － △2,622 －

固定資産処分益  △90 － △90

固定資産処分損  269 － －

固定資産除却損  － 9,121 3,854

固定資産売却損  － 66 269

売上債権の増減額（増加：△）  △4,418,154 267,200 △2,436,157

たな卸資産の増減額（増加：△）  △954,107 682,090 312,504

未収消費税等の増減額（増加：△）  127,147 △10,985 139,318

その他資産の増減額（増加：△）  18,424 9,810 15,146

仕入債務の増減額（減少：△）  2,466,505 △307,462 573,092

前受金の増減額（減少：△）  629,602 △1,256,246 △61,048

未払消費税等の増減額（減少：△）  28,666 △195,389 195,389

賞与引当金の増減額（減少：△）  34,988 24,245 32,561

役員賞与引当金の増減額（減少：△）  31,000 △47,568 70,800

役員賞与の支払額  △46,000 － △46,000

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △17,838 △23,349 △196,708

役員退職慰労引当金の増減額（減少：
△）

 △7,223 △57,040 △2,668

その他負債の増減額（減少：△）  △24,535 34,311 90,811

その他  10,392 8,012 18,452

小計  △662,167 225,587 2,017,422

利息及び配当金の受取額  11,234 14,886 17,572

利息の支払額  △10,562 △9,915 △21,563

法人税等の支払額  △487,477 △933,940 △878,309

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,148,972 △703,381 1,135,121

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の取得による支出  △60,720 △134,008 △84,810

有形固定資産の取得による支出  △205,500 △732,066 △403,344

有形固定資産の売却による収入  471 7 471

設備手形の増減額（減少：△）  112,301 166,201 △113,062

設備関係未払金の増減額（減少：△）  △143,470 161,086 △46,451

無形固定資産の取得による支出  △2,650 △2,947 △31,569

その他  △5,127 120,835 △3,600

投資活動によるキャッシュ・フロー  △304,695 △420,891 △682,366
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（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）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額（減少：△）  △30,000 － △30,000

長期借入金の借入による収入  250,000 － 450,000

長期借入金の返済による支出  △169,740 △140,420 △340,430

社債発行による収入  1,000,000 － 1,000,000

自己株式の取得による支出  △2,805 △2,204 △5,736

配当金の支払額  △94,235 △129,405 △165,804

財務活動によるキャッシュ・フロー  953,218 △272,029 908,028

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  32 △589 896

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

 △500,416 △1,396,892 1,361,679

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,700,986 4,062,665 2,700,986

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

＊１ 2,200,570 2,665,773 4,062,665
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

  その他有価証券

①　時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

(1）有価証券

  その他有価証券

①　時価のあるもの

同左

(1）有価証券

  その他有価証券

①　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売買原

価は移動平均法により算定）

②　時価のないもの

移動平均法による原価法

②　時価のないもの

同左

②　時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

半製品・仕掛品…個別原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

原材料・貯蔵品…最終仕入原価

法

  

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

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）については、

定額法）

なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物　　　　　　15～49年

機械及び装置　　　　12年

──────

建物　　　　　　15～50年

機械及び装置　　 3～12年

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方

法に変更しています。

これによる営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益に与

える影響金額は、軽微です。

（追加情報）

法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上してい

ます。

これによる営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益に与

える影響金額は、軽微です。

建物　　　　　　15～50年

機械及び装置　　 3～12年

──────

(2）無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間（５年）に基づいてい

ます。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

      定額法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失

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勘案し、回

収不能見込額を計上しています。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えて、

賞与支給見込額の当中間会計期

間負担額を計上しています。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

に基づき計上しています。

(3）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当

中間会計期間負担額を計上して

います。

(3）役員賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、

当事業年度における支給見込額

の当事業年度末負担額を計上し

ています。

（会計方針の変更）

当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しています。

これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それ

ぞれ31,000千円減少しています。

────── （会計方針の変更）

当事業年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基

準第４号　平成17年11月29日）

を適用しています。

これにより営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は、それ

ぞれ70,800千円減少しています。

(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

を計上しています。また、数理

計算上の差異については、従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（９年）による按分額

を費用処理しています。

(4）退職給付引当金

同左

(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、当期において発生してい

ると認められる額を計上してい

ます。数理計算上の差異につい

ては、従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（９年）に

よる按分額を費用処理していま

す。

────── ──────  （追加情報）

当社は、確定拠出年金法の施行

に伴い、平成18年10月に退職一

時金制度の一部について確定拠

出年金制度へ移行し、「退職給

付制度間移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第

１号）を適用しています。移行

に伴う影響額は、特別損失とし

て1,889千円計上しています。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備えるため、

内規に基づく中間期末要支給額

を計上しています。

 

──────

(5）役員退職慰労引当金

──────

（追加情報）

従来、役員に対する退職慰労金

の支給に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を役員退職慰

労引当金として計上していまし

たが、平成19年６月26日開催の

定時株主総会において役員退職

慰労金制度を廃止しました。こ

の制度廃止に伴い、同総会終結

時に在任する役員に対する退職

慰労金打ち切り支給額は、各役

員の退任時に支給することとし

たため、「役員退職慰労引当

金」を全額取崩し、打ち切り支

給額の未払い分については、固

定負債に「その他」として

52,300千円計上しています。

(5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備えるため、

内規に基づく要支給額を計上し

ています。

 

──────

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

計処理によっています。

────── リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっています。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

５．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

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、特

例処理を採用しています。

(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

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

当社の社内管理規定に基づき、

金利変動リスクを回避する目的

で行っています。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

以下の要件を満たす金利スワッ

プを締結しています。

金利スワップの想定元本と借入

金の元本金額が一致しているこ

と。

金利スワップと借入金の契約期

間及び満期が一致していること。

借入金利が変動金利である場合

には、その基礎となっているイ

ンデックスが金利スワップで受

払される変動金利の基礎となっ

ているインデックスと一致して

いること。

金利スワップの金利改定のイン

ターバル及び金利改定日が、借

入金と一致していること。

金利スワップの受払条件がス

ワップ期間を通して一定である

こと（同一の固定金利及び変動

金利のインデックスがスワップ

期間を通して使用されているこ

と）。

従って、金利スワップの特例処

理の要件を満たしているので有

効性の判定を省略しています。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金

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ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっ

ています。

同左 同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっています。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しています。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は4,714,667千円です。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しています。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は6,505,703千円です。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。

────── （有形固定資産の減価償却方法）

法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、

平成19年４月１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しています。

これによる営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益に与える影響金額は、軽微です。

──────

注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

＊１．有形固定資産の減価償

却累計額
1,454,225千円 1,598,390千円 1,522,842千円

＊２．担保資産及び担保付債

務

担保に供している資産並びに担保付

債務は次のとおりです。

担保に供している資産並びに担保付

債務は次のとおりです。

担保に供している資産並びに担保付

債務は次のとおりです。

 担保資産  (単位:千円)

投資有価

証券
650,643 －

定期預金 10,000 －

建物 151,385 (147,206)

構築物 653 (653)

機械及び

装置
20,333 (20,333)

土地 1,631,503(1,621,406)

合計 2,464,519(1,789,600)

担保資産  (単位:千円)

投資有価

証券
629,447 －

定期預金 10,000 －

建物 139,899 (135,921)

構築物 588 (588)

機械及び

装置
16,827 (16,827)

土地 1,631,503(1,621,406)

合計 2,428,266(1,774,743)

担保資産  (単位:千円)

投資有価

証券
674,884 －

定期預金 10,000 －

建物 145,510 (141,433)

構築物 653 (653)

機械及び

装置
18,383 (18,383)

土地 1,631,503(1,621,406)

合計 2,480,934(1,781,877)

 担保付債務   

１年以内

返済予定

の長期借

入金

217,300 (88,400)

長期借入

金
546,050 (316,600)

合計 763,350 (405,000)

担保付債務   

１年以内

返済予定

の長期借

入金

464,140 (270,900)

長期借入

金
188,100 (33,200)

合計 652,240 (304,100)

担保付債務   

１年以内

返済予定

の長期借

入金

478,340 (285,900)

長期借入

金
314,320 (62,400)

合計 792,660 (348,300)

 上記金額のうち（　）内書は、財団

担保並びに当該債務を示しています。

上記金額のうち（　）内書は、財団

担保並びに当該債務を示しています。

上記金額のうち（　）内書は、財団

担保並びに当該債務を示しています。

＊３．消費税等の取扱い 仮払消費税等と仮受消費税等は、中

間期末で相殺処理をして流動負債に

「その他」として計上しています。

仮払消費税等と仮受消費税等は、中

間期末で相殺処理をして流動資産に

「その他」として計上しています。

──────
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項目
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

＊４．中間期末日（期末日）

満期手形

中間期末日満期手形の会計処理につ

いては、当中会計期間の末日は金融

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。当中間期末日満期手形の金額は、

次のとおりです。

同左 期末日満期手形の会計処理について

は、当期の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。期末日満

期手形の金額は、次のとおりです。

 受取手形 264,610千円 受取手形 20,224千円 受取手形 1,351,757千円

　５．当座貸越契約 当社は、運転資金の効率的な調達を

行なうため取引銀行７行と当座貸越

契約を締結しています。これらの契

約に基づく当中間会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりです。

同左 当社は、運転資金の効率的な調達を

行なうため取引銀行７行と当座貸越

契約を締結しています。これらの契

約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりです。

 当座貸越極度限度

額の総額
1,750,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,750,000千円

同左 同左

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

＊１．営業外収益のうち主要

なもの

受取利息 19千円

受取配当金 11,214千円

受取利息 1,918千円

受取配当金 12,968千円

受取利息 148千円

受取配当金 17,423千円

不動産賃貸料 3,685千円

＊２．営業外費用のうち主要

なもの

支払利息 10,562千円

社債発行費償却 3,998千円

支払利息 9,915千円

売上割引 6,514千円

支払利息 21,563千円

社債発行費償却 9,248千円

＊３．特別利益のうち主要な

もの

機械売却益 90千円 役員退職慰労引当金

戻入益

2,622千円 機械売却益 90千円

＊４．特別損失のうち主要な

もの

機械売却損 269千円 機械除却損 9,121千円

車両売却損 66千円

機械除却損 3,854千円

機械売却損 269千円

減損損失 1,936千円

投資有価証券評価損 1,028千円

確定拠出年金移行時

損失

1,889千円

　５．減価償却実施額 有形固定資産 64,278千円

無形固定資産 891千円

有形固定資産 75,548千円

無形固定資産 4,034千円

有形固定資産 140,500千円

無形固定資産 2,460千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当中間会計期間増
加株式数（千株）

当中間会計期間減
少株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 10,062 123 － 10,186

合計 10,062 123 － 10,186

自己株式     

普通株式（注）２ 12 1 － 14

合計 12 1 － 14

　（注）１．普通株式の発行済株式の増加123千株は、新株予約権行使によるものです。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによるものです。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(決議） 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月22日

定時株主総会
普通株式 100,495 10 平成18年３月31日 平成18年６月23日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

(決議） 株式の種類
配当金の
総額(千円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月17日

取締役会
普通株式 61,030 利益剰余金 6

平成18年９月

30日

平成18年12月

８日
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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当中間会計期間増
加株式数（千株）

当中間会計期間減
少株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 10,821 － － 10,821

合計 10,821 － － 10,821

自己株式     

普通株式（注） 16 2 － 18

合計 16 2 － 18

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取りによるものです。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　　　　　 該当事項はありません。

 

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26日

定時株主総会
普通株式 129,664 12 平成19年３月31日 平成19年６月27日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

(決議） 株式の種類
配当金の
総額(千円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月15日

取締役会
普通株式 75,621 利益剰余金 7

平成19年９月

30日

平成19年12月

10日
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前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 10,062 759 － 10,821

合計 10,062 759 － 10,821

自己株式     

普通株式（注）２ 12 3 － 16

合計 12 3 － 16

　（注）１．普通株式の発行済株式の増加759千株は、新株予約権行使によるものです。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加3千株は、単元未満株式の買取りによるものです。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

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22日

定時株主総会
普通株式 100,495 10 平成18年３月31日 平成18年６月23日

平成18年11月17日

取締役会
普通株式 61,030 6 平成18年９月30日 平成18年12月８日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(決議） 株式の種類
配当金の
総額(千円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月26日

定時株主総会
普通株式 129,664 利益剰余金 12

平成19年３月

31日

平成19年６月

27日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

＊１現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

＊１現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

＊１現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,300,570千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△100,000千円

現金及び現金同等物 2,200,570千円

現金及び預金勘定 2,765,773千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△100,000千円

現金及び現金同等物 2,665,773千円

現金及び預金勘定 4,162,665千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△100,000千円

現金及び現金同等物 4,062,665千円

────── ────── 　２重要な非資金取引の内容

新株予約権の行使によ

る資本金増加額
500,000千円

新株予約権の行使に

よる資本準備金増加

額

500,000千円

新株予約権の行使によ

る新株予約権付社債減

少額

1,000,000千円

 

（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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

 　該当事項はありません。 １．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

　却累計額相当額、減損損失累計額相当

　額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

  却累計額相当額、減損損失累計額相当

  額及び期末残高相当額

────── ──────

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 ──────

──────

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

　取崩額、減価償却費相当額、支払利息

　相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

  取崩額、減価償却費相当額、支払利息

  相当額及び減損損失

支払リース料 472千円

減価償却費相当額 404千円

支払利息相当額 6千円

支払リース料 472千円

減価償却費相当額 404千円

支払利息相当額 6千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額

  を零又は約定契約金額とする定額法に

  よっています。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

  を零又は約定契約金額とする定額法に

  よっています。

(5）利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース資産の取得価額

  相当額の差額を利息相当額とし、各期

  への配分方法については利息法によっ

  ています。

(5）利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額

  相当額の差額を利息相当額とし、各期

  への配分方法については利息法によっ

  ています。

(減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

(減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 781,836 1,499,120 717,284

合計 781,836 1,499,120 717,284

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 2,581

当中間会計期間末（平成19年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 938,905 1,455,295 516,389

合計 938,905 1,455,295 516,389

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 2,581

前事業年度末（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 804,897 1,532,561 727,663

合計 804,897 1,532,561 727,663

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 2,581
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　当社は借入金を対象とした金利スワップ取引を行っていますが、ヘッジ会計が適用されているため、開示の対

象から除いています。

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）

　当社は借入金を対象とした金利スワップ取引を行っていますが、ヘッジ会計が適用されているため、開示の対

象から除いています。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当社は借入金を対象とした金利スワップ取引を行っていますが、ヘッジ会計が適用されているため、開示の対

象から除いています。

（持分法損益等）

 

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　当社には、関連会社が存在しませんので、該当事項はありません。

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）

　当社には、関連会社が存在しませんので、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当社には、関連会社が存在しませんので、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 463円50銭

１株当たり中間純利益

金額
78円66銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
76円48銭

１株当たり純資産額 630円　91銭

１株当たり中間純利益

金額
52円　52銭

──────

１株当たり純資産額 602円　08銭

１株当たり当期純利益

金額
180円　28銭

──────

────── 　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため、記載していません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため、記載していません。

　（注）１.１株当たり純資産金額の算定基礎は以下のとおりです。

 
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 4,714,667 6,815,821 6,505,703

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 4,714,667 6,815,821 6,505,703

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株

式の数（千株）
10,171 10,803 10,805

　（注）２.１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定基礎は以下のと

 おりです。

 
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 793,738 567,484 1,867,571

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 793,738 567,484 1,867,571

期中平均株式数（千株） 10,090.2 10,804.1 10,359

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間(当期)純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） 287.9 － －

（うち新株予約権付社債（千株）） (287.9) (－) (－)

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）純利益額の算定に含めなかった潜

在株式の概要

－ － －

（重要な後発事象）

 

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）

　該当事項はありません。

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）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

  該当事項はありません。
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５．売上高・受注高・受注残高
 

 （単位：千円）

品目

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

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

売

上

高

％ ％ ％

紙フイルム加工機 9,294,132 96.0 8,433,212 98.1 19,487,955 94.2

化工機 27,551 0.3 9,760 0.1 311,956 1.5

その他 361,541 3.7 149,981 1.8 893,424 4.3

計 9,683,224 100.0 8,592,953 100.0 20,693,335 100.0

内輸出高 1,384,120 14.3 2,974,332 34.6 3,862,786 18.7

受

注

高

紙フイルム加工機 8,557,572 93.3 4,332,496 76.0 15,570,639 95.4

化工機 286,401 3.1 208,710 3.7 294,556 1.8

その他 332,995 3.6 1,154,786 20.3 463,003 2.8

計 9,176,968 100.0 5,695,992 100.0 16,328,198 100.0

内輸出高 2,571,973 28.0 667,490 11.7 4,234,375 25.9

受

注

残

高

紙フイルム加工機 16,238,793 95.6 8,957,321 87.6 13,058,037 99.5

化工機 284,850 1.7 207,550 2.0 8,600 0.1

その他 456,216 2.7 1,059,146 10.4 54,341 0.4

計 16,979,859 100.0 10,224,017 100.0 13,120,978 100.0

内輸出高 4,554,450 26.8 1,431,345 14.0 3,738,187 28.5
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