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    （百万円未満切捨て） 

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

19 年９月中間期 

18 年９月中間期 

百万円   ％

3,628 （△ 7.0）

3,902 （   5.0）

百万円   ％

261 （△ 17.4）

317 （△  0.1）

百万円   ％ 

292 （△ 14.8） 

342 （    2.2） 

百万円   ％

173 （△ 10.9）

194 （   38.9）

19 年３月期 8,007                788           845 488            

 

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

38  18 

42  81 

円 銭 

－ 

－ 

19年３月期 107  58 － 

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

（2）財政状態 

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

19 年９月中間期 

18 年９月中間期 

百万円

5,360 

5,417 

百万円

3,505 

3,196 

％ 

65.4 

59.0 

円  銭

774    10 

704    52 

19 年３月期 5,753 3,433 59.7 757    36 

（参考）自己資本       19 年９月中間期  3,505 百万円  18 年９月中間期  3,196 百万円  19 年３月期  3,433 百万円 
 

（3）キャッシュ・フローの状況 

営 業 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期 末 残 高 

19 年９月中間期 

18 年９月中間期 

百万円

135 

227 

百万円

△ 18 

36 

百万円 

△ 114 

△ 99 

百万円

1,058 

849 

19 年３月期 566 17 △ 212 1,056 

 

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   9 00  16 00  25 00 

20 年３月期  10 00   

20 年３月期（予想）    15 00 
 25 00 

 

 

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 

 

通  期 

百万円 ％ 

7,500 (△ 6.3) 

百万円 ％

620 (△ 21.4)

百万円 ％

 680  (△ 19.6)

百万円 ％ 

 410  (△ 16.0) 

円  銭

90    53 
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４．その他 

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

事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更        無 

（注）詳細は、17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」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 4,587,836株   18年９月中間期 4,587,836株 

 19年３月期   4,587,836株 

② 期末自己株式数                    19年９月中間期     58,744株    18年９月中間期   50,786株 

19年３月期       54,586株 

（注）１株当たり中間純利益の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている予想数値は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な

要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により予想数値と異なる場合があります。なお、予想に関する事

項は３ページを参照してください。また、通期の業績予想に関する事項につきましては、平成 19 年 10 月 25 日公表の「平

成 20 年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」を参照してください。 
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１．経営成績 
（1）経営成績に関する分析 

①当中間期の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善が見られ

るなど、緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら原油価格の高騰等、景気の先行きには不透明感が続

いております。 

管工機材業界におきましては、設備投資が堅調に推移する一方で金属・樹脂材料の再三の値上げによる製造原価

の上昇や改正建築基準法施行の影響で新設住宅着工戸数が前年を大幅に下回るなど厳しい事業環境でありました。 

このような厳しい環境のなか、付加価値の高い自社ブランド製品の販売強化、製品の安定供給と品質管理の向上

に努めてまいりましたが、需要低迷に伴う販売競争の激化や前年同期間に製品の主要原材料の価格高騰に起因する

製品価格改定前の需要増があったこともあり、当中間会計期間における売上高は、36 億２千８百万円（前年同期比

7.0％減）となりました。利益面では、営業利益は２億６千１百万円（前年同期比 17.4％減）、経常利益は２億９千

２百万円（前年同期比 14.8％減）となり、中間純利益は１億７千３百万円（前年同期比 10.9％減）となりました。 

 

②通期の見通し 

下半期におきましては、改正建築基準法に伴う審査の厳格化から、着工遅れ等の混乱が生じておりますが、審査

基準が通達されたことにより収束の方向に向かうと思われます。ただ判断基準が統一されるまでには一定の時間を

要することから下半期の住宅設備市場に与える影響は大きいと予想されます。また原材料価格が未だ高い水準にあ

り、需要環境は依然として厳しい局面が続くものと思われます。 
このような見通しのもと、当社は堅実経営を更に追求し、市場シェアの確保及び製品の安定供給と品質の向上に

努めてまいります。また取引先の信用管理、戦力となる人材の確保・育成と組織の活性化、内部統制の強化に積極

的に取り組み、全社をあげて業績の向上に努めてまいります。 

なお、通期の業績につきましては、売上高 75 億円（前期比 6.3％減）、営業利益６億２千万円（前期比 21.4％減）、

経常利益６億８千万円（前期比 19.6％減）、当期純利益４億１千万円（前期比 16.0％減）を予想しております。 
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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に関する分析 

（イ）資産 

流動資産の残高は、前事業年度末に比べて３億７千７百万円減少し、43億７千８百万円となりました。 

これは主に、売上高が減少したため売上債権が３億５千６百万円減少したことによるものであります。 

固定資産の残高は、前事業年度末に比べて１千５百万円減少し、９億８千１百万円となりました。 

これは主に、投資有価証券の時価が下落したことによるものであります。 

この結果、総資産は、前事業年度末に比べて３億９千３百万円減少し、53億６千万円となりました。 

 

（ロ）負債 

流動負債の残高は、前事業年度末に比べて４億４千８百万円減少し、18億円となりました。 

これは主に、仕入債務が２億９千９百万円減少したことや未払い法人税等が１億円減少したことによるものであり

ます。 

固定負債の残高は、前事業年度末に比べて１千７百万円減少し、５千３百万円となりました。 

これは主に、預り保証金の返還によるものであります。 

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて４億６千５百万円減少し、18億５千４百万円となりました。 

 

（ハ）純資産 

純資産合計は、前事業年度末に比べて、７千２百万円増加し、35億５百万円となりました。 

これは主に、配当金の支払いによる７千２百万円の減少があったものの、当中間会計期間における中間純利益１億

７千３百万円計上したことによるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ２百万円増加し、

当中間会計期間末残高は 10 億５千８百万円となりました。 

 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

〔 営業活動によるキャッシュ・フロー 〕 

営業活動の結果、得られた資金は１億３千５百万円（前年同期比 40.5％減）となりました。 

これは主に、仕入債務の減少２億９千９百万円や法人税等の支払２億 1千万円の支出要因があったものの、税引前

中間純利益を２億９千３百万円計上し、売上債権の減少３億５千万円等で資金の増加があったことによるものであり

ます。 

 

〔 投資活動によるキャッシュ・フロー 〕 

投資活動の結果、使用した資金は１千８百万円（前年同期は得られた資金３千６百万円）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものであります。 

 

〔 財務活動によるキャッシュ・フロー 〕 

財務活動の結果、使用した資金は１億１千４百万円（前年同期比 15.5％増）となりました。 

これは主に、有利子負債の純減と配当金を支払ったことによるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 18 年９月期 平成 19 年３月期 平成 19 年９月期 

自己資本比率 59.0％ 59.7％ 65.4％

時価ベースの自己資本比率 125.7％ 153.6％ 219.7％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 82.9％ 21.8％ 66.4％

インタレスト・カバレッジ・レシオ 323.2 397.3 320.0

自己資本比率 ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

（中間期につきましては営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

インタレスト･カバレッジ･レシオ :営業キャッシュ･フロー／利払い 

（注１） 株式時価総額は、自己株式を除く発行株式数をベースに計算しております。 

（注２） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注３） 有利子負債は、貸借対照表（中間貸借対照表）に計上されている負債のうち利子を支払っているすべて

の負債を対象としております。 
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（3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策と認識し、将来の事業展開と経営体質強化のために必要

な内部留保を確保しつつ、業績に応じた適正な配当水準の維持向上に努めることを基本方針としております。 

また、内部留保金につきましては、財務体質の強化を図りながら、事業拡大のための研究開発費用や設備投資等に

役立てる考えであります。 

配当につきましては、株主への利益還元策の一環として、中間配当金は１株につき 10 円 00 銭を行い、期末配当金

は１株につき 15 円 00 銭を予定しております。 

 
 

（4）事業等のリスク 
・ 新設住宅着工・民間設備投資の動向について 

主要取扱品目である給排水器具等は住宅・非住宅の水廻りに関連した資材であるため、新設住宅着工・民間

設備投資の動向により当該品目の売上が影響を受ける傾向があり、増改築向けの製品の開発やホームセンター

等新規ルートへの販売強化により影響の低減に努めておりますが、新設住宅着工等の低迷が当社の経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。 

・ 原材料市況の動向について 

 原材料市況の動向により製品原価が上昇した場合、販売先・競合他社との兼ね合いにより、販売価格への転

嫁の状況次第によっては、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

・ 競合について 

自社ブランド製品の開発・販売、地域密着型営業展開、施工業者への総合カタログの配布等により、管工機

材業界での認知度及び競争力の維持・向上に努めておりますが、同業他社による新製品の市場投入に伴う既存

製品の値引販売や新規事業者の市場参入、また、汎用製品においては独自性がないことによる同業他社との価

格競争等、企業間競争が激化した場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

・ 建設業者の信用不安問題等について 

管工機材業界は、建設業界に対して建設設備資材を供給しているため、建設業者等の信用不安問題や建設業

界の不況等により当業界は影響を受ける傾向にあります。当社は取引先に対する与信管理の強化、信用情報の

日常的把握に努めており、また、建設業者との直接の取引はありませんが、当社の販売先である管工機材販売

店を通して間接的に影響を受ける可能性があります。 

・ 法的規制について 

取扱製品のうち、給排水衛生設備用金具については「建築基準法」、「水道法」、「住宅性能表示制度」等の規

制を受けております。これらの規制が強化されれば、品質・機能の改善・改良を余儀なくされ、それに伴う費

用が製品原価の上昇により、当社の経営成績に影響が生じる可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
 

当社の企業集団(当社及び当社の関係会社)は、当社及びその他の関係会社２社で構成され、当社では住宅の水廻り

パーツの開発・設計・販売を行っております。なお、当社のその他の関係会社である㈱T・ZONEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽおよび㈱TZCS

とは、資本関係のみで取引は行っておりません。 

 

企業集団についての事業系統図は、次のとおりであります。 

その他の関係会社 

㈱ＴＺＣＳ 
当  社 

← 
資本関係

↑資本関係  その他の関係会社

の親会社 

↓  ㈱Ｔ・ＺＯＮＥﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

得意先 

  

 

（注）平成 19 年 10 月 10 日付けをもって、㈱T・ZONE ｷｬﾋﾟﾀﾙから㈱TZCS に商号変更しております。 

 

 

３．経 営 方 針 
（1）会社の経営の基本方針 

当社は住まいの水廻りのパーツを提供する事業に携わる立場から、人々の暮らしに極めて係わりの深い水がもたら

す「潤い」という考えを重視し「共存共栄」「共生の精神」を行動原理とし、人を育て、製品やシステムを開発しそ

の価値を広く社会にお届けしていくことを、経営の基本方針としております。 
 

（2）目標とする経営指標 
当社は、経営目標を掲げて経済環境の変化にも充分対応出来るような経営体制を目指し、以下の経営指標に継続的

に取り組んでまいります。 

① 自己資本比率     55％以上 

経済環境に左右されにくい安定した企業運営の実現を目指しております。具体的な施策として、利益内部留保

による資本の強化と負債の圧縮に取り組んでまいります。 

② 売上高経常利益率 10％以上 

  利益率改善による高収益企業の実現を目指し、自社製品の開発・改良と品揃えを強化し、拡販と指定化により

自社製品売上比率の向上と総コストの低減に取り組んでまいります。 

③ 株主資本利益率   15％以上 

持続的な成長と高収益の確保により企業価値を株主利益を重視する観点から資本効率を高め、株主資本利益率

（ＲＯＥ）を重要経営指標とすることといたしております。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 
当社は、厳しい事業環境のなかで確かな経営を推進するために、拡大指向よりも「さらなる堅実経営を目指して」

を基本方針として、外部環境に左右されることなく以下の施策を実行し、財務基盤の強化を図ってまいります。 

 

① 自社ブランド製品の開発および品揃えの強化 

② 自社ブランド製品の指定化の強化 

③ 人材による成長戦略 

 

（4）会社の対処すべき課題 
今後の事業環境の見通しにつきましては、改正建築基準法施行の影響による新設住宅着工戸数の大幅な減少や、リ

フォーム需要の不振も重なり販売環境が悪化したこと、原油・原材料価格の高騰等、先行きが不透明な状況となって

おります。また景気回復に伴う労働需給の逼迫に加え、団塊世代の大量退職が始まっていることもあり新卒採用計画

は増加傾向で、求人倍率が上昇しております。 

このような環境に対応するため、以下の施策に取り組んでまいります。 

 

① 市場低迷に対応したシェアの確保 

② 原材料高騰に伴う対応 

③ 売れ筋製品在庫の確保と品質の維持による安定供給 
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（5）内部管理体制の整備・運用状況 

別途、株式会社ジャスダック証券取引所で開示しております「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載のとおり

であります。 
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４．中間財務諸表 

（1）中間貸借対照表     
（単位：千円）

  
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) 

対前中間期
比 

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 構成比 金   額 構成比 増 減 金   額 構成比

（資産の部）   ％ ％  ％

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  849,811 1,058,900  1,056,140

２．受取手形 ※3 1,800,686 1,628,468  1,885,887

３．売掛金  957,139 886,641  985,685

４．たな卸資産  761,811 723,863  747,662

５．繰延税金資産  30,236 34,067  38,556

６．その他  27,507 51,693  52,790

 貸倒引当金  △ 10,000 △ 4,900  △ 10,200

 流動資産合計   4,417,192 81.5 4,378,734 81.7 △ 38,458 4,756,522 82.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

（1）建物 ※1,2 104,064 96,089  100,238

（2）土地 ※2 410,497 410,497  410,497

（3）その他 ※1 31,129 41,772  35,951

 有形固定資産合計  545,691 10.1 548,359 10.2  546,688 9.5

２．無形固定資産  5,925 0.1 8,228 0.2  5,908 0.1

３．投資その他の資産    

（1）投資有価証券 ※2 188,117 140,305  174,046

（2）繰延税金資産  99,980 115,906  104,171

（3）その他  165,829 171,852  169,721

 貸倒引当金  △ 5,308 △ 2,907  △ 3,264

 投資その他の資産合計  448,619 8.3 425,157 7.9  444,675 7.7

 固定資産合計   1,000,236 18.5 981,745 18.3 △ 18,490 997,272 17.3

 資産合計   5,417,429 100.0 5,360,479 100.0 △ 56,949 5,753,795 100.0
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（単位：千円）

  
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) 

対前中間期
比 

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 構成比 金   額 構成比 増 減 金   額 構成比

（負債の部）   ％ ％  ％

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※3 1,018,226 835,668  1,063,837

２．買掛金  678,256 615,940  687,691

３．短期借入金 ※2 160,000 90,000  120,000

４．
１年以内返済予定長期

借入金 
※2 28,600 －  3,400

５．未払法人税等  127,361 118,756  219,642

６．賞与引当金  54,000 55,000  55,000

７．役員賞与引当金  5,500 6,000  11,000

８．その他 ※4 99,790 79,603  89,082

 流動負債合計   2,171,735 40.1 1,800,968 33.6 △370,767 2,249,654 39.1

Ⅱ 固定負債    

１．役員退職慰労引当金  41,110 48,372  45,162

２．その他  8,146 5,188  25,669

 固定負債合計   49,256 0.9 53,561 1.0 4,304 70,832 1.2

 負債合計   2,220,992 41.0 1,854,529 34.6 △366,462 2,320,487 40.3

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   564,952 10.4 564,952 10.5 － 564,952 9.8

２．資本剰余金    

（1）資本準備金  118,386 118,386  118,386

（2）その他資本剰余金  1,388 1,388  1,388

資本剰余金合計   119,774 2.2 119,774 2.2 － 119,774 2.1

３．利益剰余金    

（1）利益準備金  68,339 68,339  68,339

（2）その他利益剰余金    

別途積立金  1,500,000 1,800,000  1,500,000

繰越利益剰余金  921,185 974,632  1,174,161

利益剰余金合計   2,489,524 46.0 2,842,971 53.0 353,446 2,742,500 47.7

４．自己株式   △ 42,539 △0.8 △ 58,785 △1.0 △ 16,246 △ 50,201 △0.9

株主資本合計   3,131,711 57.8 3,468,911 64.7 337,200 3,377,024 58.7

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価 
差額金   64,725 1.2 37,038 0.7 △ 27,687 56,283 1.0

評価・換算差額等合計   64,725 1.2 37,038 0.7 △ 27,687 56,283 1.0

 純資産合計   3,196,436 59.0 3,505,950 65.4 309,513 3,433,308 59.7

 負債純資産合計   5,417,429 100.0 5,360,479 100.0 △ 56,949 5,753,795 100.0
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（2）中間損益計算書     
（単位：千円）

  
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）
対前中間期比 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金  額 百分比 金  額 百分比 増 減 金  額 百分比

   ％ ％  ％

Ⅰ 売上高   3,902,057 100.0 3,628,322 100.0 △ 273,734 8,007,873 100.0

Ⅱ 売上原価   2,852,012 73.1 2,661,213 73.3 △ 190,799 5,752,248 71.8

 売上総利益   1,050,044 26.9 967,109 26.7 △ 82,935 2,255,625 28.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   732,937 18.8 705,296 19.5 △ 27,640 1,467,157 18.3

 営業利益   317,106 8.1 261,812 7.2 △ 55,294 788,467 9.9

Ⅳ 営業外収益 ※1  42,607 1.1 45,911 1.3 3,303 90,032 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※2  16,764 0.4 15,498 0.4 △ 1,265 33,225 0.4

 経常利益   342,950 8.8 292,224 8.1 △ 50,725 845,274 10.6

Ⅵ 特別利益 ※3  2,677 0.1 3,866 0.1 1,189 2,004 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4  6,782 0.2 2,504 0.1 △ 4,278 8,508 0.1

 
税引前中間（当期） 
純利益 

  338,845 8.7 293,587 8.1 △ 45,257 838,771 10.5

 
法人税、住民税及び 
事業税 

 125,000 115,000  338,000

 法人税等調整額  19,616 144,616 3.7 5,584 120,584 3.3 △ 24,032 12,733 350,733 4.4

 中間（当期）純利益   194,229  5.0 173,003 4.8 △ 21,225 488,038 6.1
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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 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

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 564,952 118,386 1,121 119,507 68,339 1,200,000 1,083,622 2,351,961 △38,477 2,997,943

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立  300,000 △300,000 － －

剰余金の配当  △47,666 △47,666 △47,666

利益処分による役員賞与  △9,000 △9,000 △9,000

中間純利益  194,229 194,229 194,229

自己株式の取得    △4,395 △4,395

自己株式の処分  267 267   332 600

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 

 267 267 300,000 △162,436 137,563 △4,062 133,767

平成18年９月30日残高 564,952 118,386 1,388 119,774 68,339 1,500,000 921,185 2,489,524 △42,539 3,131,711

 
評価・換算差額等 

項目 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 72,794 72,794 3,070,738 

中間会計期間中の変動額   

別途積立金の積立  － 

剰余金の配当  △47,666 

利益処分による役員賞与  △9,000 

中間純利益  194,229 

自己株式の取得  △4,395 

自己株式の処分  600 

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額（純
額） 

△8,069 △8,069 △8,069 

中間会計期間中の変動額 
合計 

△8,069 △8,069 125,698 

平成18年９月30日残高 64,725 64,725 3,196,436 
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当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

（単位：千円） 
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

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 564,952 118,386 1,388 119,774 68,339 1,500,000 1,174,161 2,742,500 △50,201 3,377,024

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立  300,000 △300,000 － －

剰余金の配当  △72,532 △72,532 △72,532

中間純利益  173,003 173,003 173,003

自己株式の取得    △8,584 △8,584

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 

 300,000 △199,528 100,471 △8,584 91,887

平成19年９月30日残高 564,952 118,386 1,388 119,774 68,339 1,800,000 974,632 2,842,971 △58,785 3,468,911

 
評価・換算差額等 

項目 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高 56,283 56,283 3,433,308 

中間会計期間中の変動額   

別途積立金の積立  － 

剰余金の配当  △72,532 

中間純利益  173,003 

自己株式の取得  △8,584 

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額（純
額） 

△19,244 △19,244 △19,244 

中間会計期間中の変動額 
合計 

△19,244 △19,244 72,642 

平成19年９月30日残高 37,038 37,038 3,505,950 
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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） 

（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 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

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 564,952 118,386 1,121 119,507 68,339 1,200,000 1,083,622 2,351,961 △38,477 2,997,943

当事業年度中の変動額    

別途積立金の積立  300,000 △300,000 － －

剰余金の配当  △88,499 △88,499 △88,499

利益処分による役員賞与  △9,000 △9,000 △9,000

当期純利益  488,038 488,038 488,038

自己株式の取得    △12,057 △12,057

自己株式の処分  267 267   332 600

株主資本以外の項目の当
事業年度中の変動額（純
額） 

   

当事業年度中の変動額 
合計 

 267 267 300,000 90,538 390,538 △11,724 379,081

平成19年３月31日残高 564,952 118,386 1,388 119,774 68,339 1,500,000 1,174,161 2,742,500 △50,201 3,377,024

 

評価・換算差額等 

項目 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 72,794 72,794 3,070,738 

当事業年度中の変動額   

別途積立金の積立  － 

剰余金の配当  △88,499 

利益処分による役員賞与  △9,000 

当期純利益  488,038 

自己株式の取得  △12,057 

自己株式の処分  600 

株主資本以外の項目の当
事業年度中の変動額（純
額） 

△16,511 △16,511 △16,511 

当事業年度中の変動額 
合計 

△16,511 △16,511 362,569 

平成19年３月31日残高 56,283 56,283 3,433,308 
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（4）中間キャッシュ・フロー計算書 
 （単位：千円）

 
 
 
 
 

 
 

 

 

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）

 
 
対前中間期比 

 
 

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 金  額 増 減 金  額 

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  338,845 293,587  838,771 

 減価償却費  8,903 13,328  19,001 

 長期前払費用償却額  478 366  380 

 賞与引当金の減少額  △ 4,000 －  △ 3,000 

 役員賞与引当金の増減額  5,500 △ 5,000  11,000 

 役員退職慰労引当金の増減額  △ 35,350 3,210  △ 31,297 

 貸倒引当金の減少額  △ 701 △ 5,657  △ 2,545 

 受取利息及び受取配当金  △ 1,345 △ 1,493  △ 1,604 

 支払利息  702 432  1,456 

 投資有価証券評価損  － 1,666  － 

 固定資産売却益  △ 1,975 －  △ 2,004 

 固定資産除却損  110 －  1,836 

 保険解約損  6,672 －  6,672 

 売上債権の増減額  58,798 350,855  △ 80,301 

 たな卸資産の増減額  △ 40,218 23,798  △ 26,069 

 未収入金の減少額  7,823 2,509  11,878 

 仕入債務の増減額  34,599 △ 299,920  89,645 

 未払金の増減額  16,202 △ 18,122  7,639 

 未払消費税等の増減額  △ 36,321 8,017  △ 39,965 

 未払費用の減少額  △ 2,328 △ 495  △ 2,024 

 役員賞与の支払額  △ 9,000 －  △ 9,000 

 その他  △ 2,043 △ 22,373  19,783 

 小計  345,350 344,708 △ 642 810,250 

 利息及び配当金の受取額  1,345 1,493  1,604 

 利息の支払額  △ 704 △ 423  △ 1,425 

 法人税等の支払額  △ 118,425 △ 210,281  △ 243,847 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  227,567 135,497 △ 92,069 566,581 
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（単位：千円）

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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）

 
 
対前中間期比 

 
 

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 金  額 増 減 金  額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 有形固定資産の取得による支出   △ 608  △ 12,581  △13,386 

 有形固定資産売却による収入  4,147 －  4,183 

 無形固定資産の取得による支出  － △ 2,880  － 

 保険積立金の解約等による収入  39,211 －  39,211 

 その他  △ 6,313 △ 2,873   △ 12,534 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  36,437 △ 18,334 △ 54,771 17,475 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入金の増減額  100,000 △ 30,000  60,000 

 長期借入金の返済による支出  △147,600 △3,400  △ 172,800 

 自己株式売却による収入  600 －  600 

 自己株式取得による支出  △ 4,395 △ 8,584  △ 12,057 

 配当金の支払額  △ 47,670 △ 72,417  △ 88,532 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 99,065 △ 114,402 △ 15,336 △ 212,789 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  164,938 2,760 △ 162,177 371,266 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  684,873 1,056,140 371,266 684,873 

Ⅶ 
現金及び現金同等物の中間期末 
（期末）残高 

※ 849,811 1,058,900 209,088 1,056,140 
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中間財務諸表作成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．有価証券の評価基準及び評
価方法 

（1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の
市場価格等に基
づく時価法であ
ります。（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 

時価のあるもの 

同  左 

（1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場
価格等に基づく
時価法でありま
す。（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
よる原価法であ
ります。 

時価のないもの 

同  左 

時価のないもの 

同  左 

２．たな卸資産の評価基準及び
評価方法 

（1）たな卸資産 

商品・製品・原材料 

月別移動平均法
による原価法であ
ります。 

（1）たな卸資産 

商品・製品・原材料 

同  左 

（1）たな卸資産 

商品・製品・原材料 

同  左 

 貯蔵品 

最終仕入原価法
であります。 

貯蔵品 

同  左 

貯蔵品 

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）

（1）有形固定資産 

定率法によって
おります。 

なお、主な耐用
年数は以下のとお
りであります。 

 建物   ３～50年

（1） 有形固定産 

同  左 
 

（1）有形固定資産 

定率法によって
おります。 

なお、主な耐用
年数は以下のとお
りであります。 

   建物   ３～50年
 

 （会計方針の変更）  

  当中間会計期間から
法人税法の改正（所得
税法等の一部を改正す
る法律（平成19年３月
30日 法律第６号）及
び法人税法施行令の一
部を改正する政令（平
成19年３月30日 政令
第83号））に伴い、平
成19年４月１日以降に
取得した有形固定資産
については、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。 

なお、この変更によ
る営業利益、経常利益
及び税引前中間純利益
に与える影響額は軽微
であります。 

 

 （追加情報）  

３．固定資産の減価償却の方
法 

  当中間会計期間から
法人税法の改正に伴
い、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％に到達した事業年
度の翌事業年度より、
取得価額の５％相当額
と備忘価額との差額を
５年間にわたり均等償
却し、減価償却費に含
めて計上しておりま
す。 

なお、当該変更によ
る影響額は軽微であり
ます。 

 

 

 （2）無形固定資産 

定額法によってお
ります。 

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）
に基づいておりま
す。 

（2）無形固定資産 

同  左 

（2）無形固定資産 

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）

４．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

売掛債権等の貸倒
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
額を計上しておりま
す。 

（1）貸倒引当金 

同  左 

（1）貸倒引当金 

同  左 

 （2）賞与引当金 

従業員に対して
支給する賞与の支出
にあてるため、支給
見込額を計上してお
ります。 

（2）賞与引当金 

同  左 

 

（2）賞与引当金 

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
備えるため、当事業
年度末における支給
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。 

（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。 
これにより従来の

方法によった場合に
比べ、販売費及び一般
管理費が5,500千円増
加し、営業利益、経常
利益及び税引前中間
純利益は同額減少し
ております。 

（3）役員賞与引当金 

役員に対して支
給する賞与の支出に
備えるため、当事業
年度末における支給
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。 

（3）役員賞与引当金 

役員に対して支給
する賞与の支出に備
えるため、当事業年度
末における支給見込
額に基づき、当事業年
度末において発生し
ていると認められる
額を計上しておりま
す。 

（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。 
 これにより従来の
方法によった場合に
比べ、販売費及び一般
管理費が11,000千円
増加し、営業利益、経
常利益及び税引前中
間純利益は同額減少
しております。 

 

 （4）役員退職慰労引当金

役員に対する退職
慰労金の支給に備え
るため、役員退職慰
労金規約に基づく中
間期末要支給額を計
上しております。 

（4）役員退職慰労引当金

同  左 

 

（4）役員退職慰労引当金 

役員に対する退職
慰労金の支給に備え
るため、役員退職慰労
金規約に基づく期末
要支給額を計上して
おります。 

５．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 
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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）

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ヵ月以内に償還
期限の到来する短期投資
からなっております。 

同  左 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き
方式によっております。

 

同  左 同  左 

 
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。 
なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は3,196,436千円であり
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貸借対照表
の純資産の部については、改正後の中
間財務諸表等規則により作成してお
ります。 

― 

 

（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。 
なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は3,433,308千円であり
ます。 

財務諸表等規則の改正により、当事
業年度における貸借対照表の純資産
の部については、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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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日現在）
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日現在） 
前事業年度末 

（平成19年３月31日現在）

※１．有形固定資産の減価償却 
累計額 

901,415千円 896,285千円 883,517千円 

※２．担保資産    

（1）担保に供している資産    

 建物   77,602千円   75,070千円   77,858千円 

 土地   210,537   44,637   44,637  

 投資有価証券   119,000   86,810   109,420  

 計   407,140   206,517   231,915  

（2）上記に対応する債務    

短期借入金   －千円   90,000千円  90,000千円 

 

１年以内返済予定 
長期借入金  28,600 

 
 －  3,400 

 

 計   28,600   90,000  93,400  

※３．受取手形 

 

 

 

 

 中間会計期間末日満期
手形の会計処理について
は、手形交換日をもって
決済しております。なお、
当中間会計期間の末日は
金融機関の休日であった
ため、次の満期手形が中
間会計期間末日残高に含
まれております。 

 

受取手形  129,969千円 
支払手形 251,298千円 

 

中間会計期間末日満期
手形の会計処理について
は、手形交換日をもって
決済しております。なお、
当中間会計期間の末日は
金融機関の休日であった
ため、次の満期手形が中
間会計期間末日残高に含
まれております。 

 

受取手形  101,990千円 
支払手形 181,400千円 

 

 期末日満期手形の会計
処理については、手形交
換日をもって決済処理し
ております。なお、当事
業年度の末日は金融機関
の休日であったため、次
の満期手形が当事業年度
末日残高に含まれており
ます。 

 

受取手形  125,022千円 
支払手形 210,919千円 

 

※４．消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮
受消費税等は相殺のう
え、金額的重要性が乏し
いため、流動負債の「そ
の他」（3,644千円）に含
めて表示しております。

 

仮払消費税等及び仮受
消費税等は相殺のうえ、
金額的重要性が乏しいた
め、流動負債の「その他」
（8,017千円）に含めて表
示しております。 

 

― 
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（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．営業外収益の主要項目    

受取利息 0千円 0千円 0千円 

受取配当金 1,345 1,493 1,604 

仕入割引 33,167 33,355 64,626 

※２．営業外費用の主要項目    

支払利息 702千円 432千円 1,456千円 

売上割引 15,397 14,438 30,924 

※３．特別利益の主要項目    

固定資産売却益 1,975千円 －千円   －千円 

貸倒引当金戻入益 － 3,866 － 

※４．特別損失の主要項目    

固定資産除却損 110千円 －千円 1,836千円 

投資有価証券評価損 － 1,666 － 

保険解約損 6,672 － 6,672 

５．減価償却実施額    

有形固定資産 8,558千円 12,768千円 18,364千円 

無形固定資産 344 560 636 
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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 

  発行済株式                                     （単位：株） 

 
前事業年度末 

株式数 
当中間会計期間 

増加株式数 
当中間会計期間 

減少株式数 
当中間会計期間末

株式数 

普通株式 4,587,836  － － 4,587,836

 

自己株式                                      （単位：株） 

 
前事業年度末 

株式数 
当中間会計期間 

増加株式数 
当中間会計期間 

減少株式数 
当中間会計期間末

株式数 

普通株式  48,186 3,000 400  50,786

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加 3,000 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少 400 株は、単元未満株式の買増請求よる減少であります。 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額                                   

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（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 47,666 10.5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

（注）18 年３月期期末配当金の内訳は、普通配当 7.50 円、記念配当 3.00 円であります。 

（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14日 
取締役会 

普通 
株式 

40,833
利益 
剰余金 

9.0 平成18年９月30日 平成18年12月11日
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当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  発行済株式                                     （単位：株） 

 
前事業年度末 

株式数 
当中間会計期間 

増加株式数 
当中間会計期間 

減少株式数 
当中間会計期間末

株式数 

普通株式 4,587,836  － － 4,587,836

 

自己株式                                      （単位：株） 

 
前事業年度末 

株式数 
当中間会計期間 

増加株式数 
当中間会計期間 

減少株式数 
当中間会計期間末

株式数 

普通株式  54,586 4,158 －  58,744

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 4,158 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
    

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額                                   

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（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 72,532 16.0 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

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

決議 
株式の 
種類 

配当金の 
総額（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 

45,290
利益 
剰余金 

10.0 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 

  発行済株式                                     （単位：株） 

 
前事業年度末 

株式数 
 

増加株式数 
 

減少株式数 
当事業年度末 

株式数 

普通株式 4,587,836  － － 4,587,836

 

自己株式                                      （単位：株） 

 
前事業年度末 

株式数 
 

増加株式数 
 

減少株式数 
当事業年度末 

株式数 

普通株式  48,186 6,800 400  54,586

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加 6,800 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
２．普通株式の自己株式の株式数の減少 400 株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額                                   

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（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 47,666 10.5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月14日 
取締役会 

普通株式 40,833 9.0 平成18年９月30日 平成18年12月11日

（注）18 年３月期期末配当金の内訳は、普通配当 7.50 円、記念配当 3.00 円であります。 

 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 
株式の 
種類 

配当金の 
総額（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28日 
定時株主総会 

普通 
株式 

72,532
利益 
剰余金 

16.0 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

 

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

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

※ 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記載されて
いる科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高
と貸借対照表に記載されている科目
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 849,811千円 現金及び預金勘定 1,058,900千円 現金及び預金勘定 1,056,140千円

現金及び現金同等物 849,811千円 現金及び現金同等物 1,058,900千円 現金及び現金同等物 1,056,140千円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額及び中
間期末残高相当額 

（1）リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額及び中間
期末残高相当額 

（1）リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額及び期末
残高相当額 

 取   得 
価   額 
相 当 額 

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 

中間期末 
残  高 
相 当 額 

 取   得
価   額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

中間期末
残  高
相 当 額

 取   得 
価   額 
相 当 額 

減価償却
累 計 額
相 当 額

期    末
残  高
相 当 額

 千円 千円 千円  千円 千円 千円  千円 千円 千円

車両運搬具  5,426 2,002 3,423 車両運搬具 5,426 2,777 2,648 車両運搬具  5,426 2,390 3,036

 

 

 

 

 
合計 5,426 2,002 3,423 

 

合計 5,426 2,777 2,648 合計 5,426 2,390 3,036

（注）取得価額相当額は、未経過リー
ス料中間期末残高が有形固定
資産の中間期末残高等に占め
る割合が低いため、支払利子込
み法により算定しております。 

（注）    同  左 （注）取得価額相当額は、未経過リー
ス料期末残高が有形固定資産
の期末残高等に占める割合が
低いため、支払利子込み法によ
り算定しております。 

（2）未経過リース料中間期末残高相
当額 

（2）未経過リース料中間期末残高相
当額 

（2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 775千円   １年内 775千円  １年内 775千円

１年超 2,648   １年超 1,873  １年超 2,261 

合計 3,423   合計 2,648  合計 3,036 

（注）未経過リース料中間期末残高相
当額は、未経過リース料中間期
末残高が有形固定資産の中間
期末残高等に占める割合が低
いため、支払利子込み法により
算定しております。 

（注）    同  左 （注）未経過リース料期末残高相当額
は、未経過リース料期末残高が
有形固定資産の期末残高等に占
める割合が低いため、支払利子
込み法により算定しておりま
す。 

（3）支払リース料、減価償却費相当額 （3）支払リース料、減価償却費相当額 （3）支払リース料、減価償却費相当額

支 払 リ ー ス 料  387千円 支 払 リ ー ス 料 387千円 支 払 リ ー ス 料  775千円

減価償却費相当額 387千円 減価償却費相当額 387千円 減価償却費相当額 775千円

（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、
残存価額を零とする定額法によ
っております。 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同  左  

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同  左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末(平成 18 年９月 30 日現在) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位:千円）

 取得原価 中間貸借対照表計上額 差  額 

株式 76,265 184,142 107,876 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 

（単位:千円）

 中間貸借対照表計上額 

非上場株式 3,975 

 

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 

（単位:千円）

 取得原価 中間貸借対照表計上額 差  額 

株式 76,265 137,996 61,730 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 

（単位:千円）

 中間貸借対照表計上額 

非上場株式 2,309 

（注）当中間会計期間において、1,666 千円（その他有価証券で時価のない株式）減損処理を行っており

ます。 

なお、減損処理にあたっては、市場価格のない株式である企業の直近の決算書を基礎に、資産の時

価評価に基づく評価差額を加味して算定した１株当たりの純資産額が取得価格に比べ 50％程度以上

低下した場合には、減損処理を行っております。 

 

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 

（単位:千円）

 取得原価 貸借対照表計上額 差  額 

株式 76,265 170,071 93,805 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 

（単位:千円）

 貸借対照表計上額 

非上場株式 3,975 
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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） 

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。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

 

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） 

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。 

 

 

（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） 

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。 

 

 

（企業結合等） 

 

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） 

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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（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 704円 52銭 １株当たり純資産額 774円 10銭 １株当たり純資産額 757 円 36 銭

１株当たり 

中間純利益金額 
42 円 81 銭 

１株当たり 

中間純利益金額 
38 円 18 銭

１株当たり 

当期純利益金額 
107 円 58 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おりません。 

同  左 

 

 

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おりません。

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自平成19年４月１日 

至平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自平成18年４月１日 

至平成19年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益 194,229千円 173,003千円 488,038千円 

普通株主に帰属しない金額 － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 194,229千円 173,003千円 488,038千円 

期中平均株式数 4,537,450株 4,531,347株 4,536,375株 

   希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益の算定に含
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。 

 

 


