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（百万円未満切捨て） 
１．平成 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                                （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

4,798    6.6 
4,503   12.9 

434   △2.1
444   38.4

421    3.9 
405   42.0 

232  △26.2
315  110.8

19 年３月期 8,991    － 792    － 731    － 423    －
 

 １株当たり 
中間（当期）純利益 

潜在株式調整後 
1株当たり中間（当期）純利益

  円     銭 円    銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

37   55 
50   86 

－     －
－     －

19 年３月期 68   25 －   －
(参考) 持分法投資損益  19 年９月中間期 －百万円 18 年９月中間期 －百万円 19 年３月期 －百万円 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円    銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

10,857 
9,506 

4,502 
4,226 

41.5 
44.5 

726  38
681  89

19 年３月期 10,063 4,328 43.0 698  28
(参考) 自己資本 19 年９月中間期 4,502 百万円 18 年９月中間期 4,226 百万円 19 年３月期 4,328 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

1,052 
311 

△166 
△11 

634 
131 

2,820 
1,457 

19 年３月期 210 △95 160 1,304 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

    （基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

19 年 3 月期 － － － 8  50 8  50

20 年 3 月期 － － － － 

20 年 3 月期（予想） － － － 8   50 8   50

 
３．平成 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 9,300  3.4 800  1.0 745  1.9 410 △3.1 66  15 

 
 
                       １ 
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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、18 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 6,200,000 株 18 年９月中間期 6,200,000 株 19 年３月期 6,200,000 株

   ②期末自己株式数 19 年９月中間期 1,680 株 18 年９月中間期 1,680 株 19 年３月期 1,680 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、26 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.平成 19 年９月中間期の個別業績（平成１９年４月１日～平成１９年９月３０日） 
(1)個別経営成績                                （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

4,421     7.7 
4,105    15.2 

264  △10.1
294    61.2

264   △4.2 
275    63.7 

144   △40.9
243    180.2

19 年 3 月期 8,368      － 513      － 489      － 286       －
 
 １株当たり 

（当期）純利益 

 円     銭 

19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

23     24  
39     29  

19 年 3 月期 46     23  
 
(2)個別財政状態 

 総 資 産      純 資 産      自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円     銭

19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

9,169      
7,840      

4,248     
4,122     

46.3        
52.6        

685     39 
665     16 

19 年 3 月期 8,243      4,162     50.5        671     57 
(参考) 自己資本   19年９月中間期 4,248百万円  18年９月中間期 4,122百万円  19年３月期 4,162百万円 
  
２．20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月３１日） 

（％表示は、対前期増減率）     
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％ 円    銭

通    期 8,700  4.0  515    0.2 500  2.2 265 △7.5 42   75 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び 
合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異な 
る可能性があります。 
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１．経営成績 
(1）経営成績に関する分析 

   ①当中間連結会計期間の経営成績 
 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国のサブプライムローン問題を

背景とした金融市場の混乱など懸念材料があるものの、企業収益の改善を背景とした設備投資の増

加に加え輸出も増加を続けるなか、景気は引き続き緩やかな回復基調で推移いたしました。 
 当業界におきましては、海外市場は、建設投資や資源開発により油圧ショベルを中心に欧州、ア

ジアなどで機械の需要も好調に推移し前期実績を上回りました。国内市場は、公共事業は減少傾向

にありますが、民間設備投資の増加、解体およびスクラップ用機械の需要の増加により好調に推移

いたしました。 
 このような環境のもとで当社は、主力商品である油圧ブレーカー、圧砕機、環境関連機器の販売

に注力してまいりました結果、当中間連結会計期間の売上高は、前年同期比 6.6%増加の 4,798百万
円、経常利益は、前年同期比 3.9%増加の 421 百万円、中間純利益は、前年同期に比べ将来減算一
時差異金額が減少したため、結果、前年同期比 26.2%減少の 232百万円となりました。 
 当中間連結会計期間の事業部門の概況は次のとおりであります。 
「建設機械」 
 油圧ブレーカーに関しては、機械の入替えやレンタル向け売上の減少により売上高は 297百万
円（前年同期比 3.3％減少）となりました。圧砕機に関しては、良質な商品の投入が功を奏し、都
市部及び一部の地方都市での解体工事の売上高が増加しました。結果、売上高は 2,083百万円（前
年同期比 19.0%増加）となりました。その結果、建設機械全体では売上高 3,598 百万円（前年同
期比 11.6%増加）となりました。 
「環境機械」 
 環境機械は、販売経路の拡大を図ったものの、許認可の遅れや市場が一巡したこと等により環

境機械では、売上高 279百万円（前年同期比 33.0%減少）となりました。 
「海外事業」 
 海外事業は、欧州及びアジアでの販売が好調に推移しております。海外事業全体でも引き続き

販売が好調に推移し、その結果、売上高 920百万円（前年同期比 6.9%増加）となりました。 
 

   ②通期の見通し 
 今後の見通しにつきまして、原油価格の高騰、為替動向や米国経済の減速等を考慮しますと予

断を許さぬ状況が続くものと思われます。また当業界におきましては、引き続き輸出を中心に堅

調であると予想されますが、国内需要は、入れ替え需要や民間設備投資が一段落すると見込まれ、

当期とほぼ同じ水準で推移すると予想されます。 
 このような状況の中、当社グループ全体で営業・サービス体制をより一層強化し、財務体質の

改善、収益力の強化を進め安定した利益の確保とともに企業価値を高めていく所存であります。 
 通期の業績見通しにつきましては、前回発表時の数字を見直し下記の通り見込んでおります。 

   （連結業績見通し） 
     売上高    ９，３００百万円（前期比 3.4％増加） 
     営業利益     ８００百万円（前期比 1.0％増加） 
     経常利益     ７４５百万円（前期比 1.9％増加） 
     当期純利益    ４１０百万円（前期比 3.1％減少） 
   （個別業績見通し） 
     売上高    ８，７００百万円（前期比 4.0％増加） 
     営業利益     ５１５百万円（前期比 0.2％増加） 
     経常利益     ５００百万円（前期比 2.2％増加） 
     当期純利益    ２６５百万円（前期比 7.5％減少） 
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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 
   （資産の部） 

 当中間連結会計期間末の資産の残高は、10,857百万円（前中間連結会計期間末 9,506百万円）
となり、1,351百万円増加しました。 
 流動資産では現金及び預金の増加 1,313 百万円、固定資産では盛岡営業所と九州営業所の新社
屋の購入代金が 285百万円計上されたことなどが主な増加要因です。 

   （負債の部） 
 当中間連結会計期間末の負債の残高は、6,355 百万円（前中間連結会計期間末 5,279 百万円）
となり、1,075百万円増加しました。 
 短期借入金の増加 700 百万円、盛岡営業所と九州営業所の新社屋費用で未払金計上額 80 百万
円、前連結会計年度末より引当を行っています役員退職慰労引当金 55百万円の増加などが主な増
加要因です。 

   （純資産の部） 
 当中間連結会計期間末の純資産の残高は、4,502百万円（前中間連結会計期間末 4,226百万円）
となり 275百万円増加しました。利益剰余金の増加 287百万円などが主な増加要因です。 

   ②キャッシュ・フローの状況 
 当中間連結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、有形固定資産の

取得による支出等がありましたが、税金等調整前中間純利益が 421百万円（前年同期比 6.2%増加）、
売上債権の減少額が 908百万円と収入要因があったことから、前連結会計年度末に比べ 1,515百
万円増加し、当中間連結会計期間末には 2,820百万円（前年同期比 116.2％増加）となりました。 
 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は 1,052百万円（前年同期 311百万円
収入）となりました。これは主に、法人税等の支払額 207百万円やたな卸資産の増加額 178百万円
がありましたが、税金等調整前中間純利益 421百万円や売上債権の減少額 908百万円が計上された
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） 
 当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は 166 百万円（前年同期 11 百万円支
出）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が 161百万円計上されたことによ
るものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 当中間連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は 634百万円（前年同期 131百万円収
入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が 428百万円ありましたが短期借入
金の増加額が 1,000百万円計上されたことによるものであります。 

 
(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 
 当社は、利益配分につきましては適正な利潤を確保した上で、安定的かつ継続的な利益還元と企

業体質の強化のための内部留保を経営としての重要な基本方針としております。 
 その結果、当期の年間配当金は 8円 50銭を予定しております。 
 内部留保金につきましては、建設機械の市場の変化に対応すべく、顧客ニーズに応える開発体制

を強化するため、有効投資してまいりたいと考えております。 
 
(4）事業等のリスク 
 以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を

記載しております。これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の

損失の極小化対応に努める方針であります。 
   ①主力商品の動向 

 当社グループは、顧客ニーズに添った商品開発を推進しており、主力商品として、油圧ブレーカ

ー、圧砕機、環境関連機器があります。油圧ブレーカーは、公共投資の減少や米国景気の減速、圧

砕機は、都市型解体工事の減少、環境関連機器は、許認可の遅れが、それぞれ売上に影響を及ぼす

可能性があります。 
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   ②原材料価格変動の影響について 
 当社グループ事業の主要原材料の一部分の市況が上昇する局面を迎えており、取引業者からの価

格引上げ要請が強まってきております。当社では購買担当者を中心に常に市況価格を注視し、取引

業者との価格交渉に当たっておりますが、今後更に市況が大きく高騰した場合には、原材料費の上

昇を抑さえきれず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
   ③海外事業 

 当社グループにおける海外売上高の比率は 19.2％であります。しかしながら、海外事業は予期し
えない法律・規制、不利な影響を及ぼす租税制度の変更や、不利な政治的要因の発生、戦争による

社会的混乱等の発生により事業展開が困難になる可能性があります。また、海外事業は、為替相場

の動向にも左右されます。グループ全体でみますと円安が好影響を与えますが、急激な円高は業績

に悪影響を与えます。 
 

２．企業集団の状況 
 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（オカダアイヨン株式会社）及び子会社２社に

より構成されており、建設機械につけるアタッチメントの製造及び販売、環境関連機器の製造及び販

売を主たる業務としております。 
 なお、当社は事業の種類別セグメント情報を記載していないため、次の３事業部門に区分しており

ます。 
 当社グループの事業部門の内容及び当社と関係会社の当該事業部門に係る位置付けは次のとおりで

あります。 
 (1）建設機械 主要製品  破砕機・部品・補材 

当社が製造及び販売をしております。 

又、子会社 株式会社アイヨンテックは同製品の製造をしております。 

   

 (2）環境機械 主要製品  廃木材処理機、コンクリートガラ処理機 

当社が製造及び販売をしております。 

   

 (3）海外事業 主要製品  破砕機・部品・補材 

当社が子会社Okada America,Inc.その他のディーラーに販売しております。 

 
［事業系統図］ 
 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

  （注）※ 子会社 

 

 

建設 

機械 

 

 

環境 

機械 

 

 

 

海外 

事業 

 

 ※ 

株 式 会 社 

アイヨンテック 

 ※ 

Okada America,Inc. 

 

 

 

 

国 内 

ユーザー 

 

 

海 外 

ユーザー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オカダアイヨン 

株 式 会 社 

製品･部品･補材

商品 

部品・補材



オカダアイヨン㈱ (6294) 平成 20年 3月期中間決算短信 

 6

３．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針 

 当社の基本的な考え方は、「社会に存在価値のある会社」、「会社に存在価値のある部門」、「部門に存

在価値のある個人」を経営理念としております。この経営理念のもと、利益計画を策定し、営業所が

その年度計画を達成することが、重点課題と位置付けております。 
 更に、顧客ニーズを的確に据えた商品とサービスを提供し、景気の変動に左右されにくい企業体質

を作り上げることを、基本方針においております。 
(2）中長期的な経営戦略および対処すべき課題 

 今後の見通しにつきましては、国内においては、原油・原材料費の高騰および為替や金利の変動が

懸念されますが、公共工事は低調に推移するものの民間設備投資の増加を背景に引き続き景気はおお

むね順調に推移すると思われます。 
 また、海外においては引き続き景気回復は続くものの、米国の住宅建設投資の減少により経済の成

長は緩やかになると予想されます。 
 このような状況のもとで、当社グループが対処すべき課題は、営業・サービス体制をより一層強化

し、顧客ニーズを的確に捉えた圧砕機や環境関連機器の独自商品の開発を推進し、良質な破砕機を営

業の武器として、国内・海外の顧客開拓していくことであります。 
 当期の課題として「人材育成（能力開発と採用）」、「新商品の開発（市場に合った建機アタッチメン

トと環境関連機器）」、「市場の拡大（国内市場・海外市場）」を掲げ、持続的な成長を目指しておりま

す。 
 その一方で、グループ経営の強化にむけて、子会社を含めたキャッシュ・フロー管理を強化すると

ともに、管理体制の見直しを行い、組織の活性化を図り、グループ全体での生産性の向上に努めてま

いります。 
(3）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 
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４．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） 

前連結会計年度の 
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   1,875,778 3,188,833  1,672,910

２．受取手形及び売掛
金 

  2,991,769 2,436,468  3,348,980

３．たな卸資産   1,972,464 2,207,769  2,104,970

４．その他   385,740 372,813  402,922

貸倒引当金   △7,102 △5,866  △6,712

流動資産合計   7,218,650 75.9 8,200,019 75.5  7,523,071 74.8

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物  253,219 239,581 247,831 

(2）土地  1,307,669 1,431,326 1,431,326 

(3）その他  316,351 1,877,239 580,524 2,251,432 406,521 2,085,679

２．無形固定資産    

(1）のれん  39,062 13,020 26,041 

(2）その他  122,684 161,747 122,992 136,013 121,087 147,129

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  115,765 85,505 110,228 

(2）その他  151,524 205,312 215,788 

貸倒引当金  △18,524 248,765 △20,316 270,501 △18,078 307,937

固定資産合計   2,287,752 24.1 2,657,946 24.5  2,540,746 25.2

資産合計   9,506,403 100.0 10,857,965 100.0  10,063,817 100.0
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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） 

前連結会計年度の 
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 

  2,242,812 2,452,028  2,360,864

２．短期借入金   1,200,000 1,900,000  900,000

３．１年内返済予定の
長期借入金 

  586,520 435,624  641,936

４．未払法人税等   174,959 140,127  215,164

５．賞与引当金   108,799 120,548  111,511

６．役員賞与引当金   14,577 17,125  35,113

７．その他   141,656 227,795  250,505

流動負債合計   4,469,326 47.0 5,293,248 48.7  4,515,094 44.9

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   615,480 782,356  889,442

２．退職給付引当金   195,017 221,335  223,640

３．役員退職慰労引当
金 

  － 55,585  105,710

４．その他   － 3,120  1,764

固定負債合計   810,497 8.5 1,062,396 9.8  1,220,557 12.1

負債合計   5,279,823 55.5 6,355,645 58.5  5,735,651 57.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   1,049,700 1,049,700  1,049,700

２．資本剰余金   1,000,265 1,000,265  1,000,265

３．利益剰余金   2,153,943 2,441,787  2,261,755

４．自己株式   △494 △494  △494

株主資本合計   4,203,413 44.2 4,491,258 41.4  4,311,225 42.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  20,368 11,392  17,078

２．為替換算調整勘定   2,797 △330  △138

評価・換算差額等合
計 

  23,165 0.3 11,061 0.1  16,940 0.2

純資産合計   4,226,579 44.5 4,502,319 41.5  4,328,166 43.0

負債純資産合計   9,506,403 100.0 10,857,965 100.0  10,063,817 100.0
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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） 

前連結会計年度の 
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   4,503,290 100.0 4,798,290 100.0  8,991,111 100.0

Ⅱ 売上原価   3,121,831 69.3 3,318,744 69.2  6,240,336 69.4

売上総利益   1,381,459 30.7 1,479,546 30.8  2,750,775 30.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  937,396 20.8 1,044,801 21.7  1,958,633 21.8

営業利益   444,063 9.9 434,744 9.1  792,141 8.8

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  3,111 5,827 6,866 

２．受取配当金  373 401 717 

３．固定資産売却益  3,804 21,295 11,846 

４．保険解約返戻金  2,319 192 2,736 

５．その他  5,905 15,513 0.3 10,390 38,107 0.8 9,979 32,147 0.4

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  10,990 17,195 24,532 

２．コミットメント手
数料 

 11,009 － 12,456 

３．借入手数料  14,622 12,591 25,260 

４．債権譲渡損  3,128 8,470 6,436 

５．固定資産除売却損  7,506 560 10,630 

６．為替差損  － 9,565 5,156 

７．その他  6,772 54,030 1.2 3,305 51,687 1.1 8,605 93,078 1.1

経常利益   405,546 9.0 421,164 8.8  731,209 8.1

Ⅵ 特別損失    

１．役員退職慰労金  8,900 － － 

２．過年度役員退職慰
労引当金繰入額 

 － － 106,900 

３．退職給付制度移行
損失 

 － 8,900 0.2 － － － 16,186 123,086 1.3

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  396,646 8.8 421,164 8.8  608,123 6.8

法人税、住民税及
び事業税 

 167,124 133,436 352,388 

法人税等調整額  △85,712 81,412 1.8 55,009 188,446 3.9 △167,310 185,077 2.1

中間(当期)純利益   315,233 7.0 232,718 4.9  423,045 4.7
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間（自平成 18年４月１日 至平成 18年９月 30日） 
株主資本 

 
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 
（千円） 

1,049,700 1,000,265 1,911,285 △494 3,960,755

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当(注） △46,487  △46,487

役員賞与（注） △26,088  △26,088

中間純利益 315,233  315,233

自己株式の取得  

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 
（千円） 

－ － 242,658 － 242,658

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

1,049,700 1,000,265 2,153,943 △494 4,203,413

  
 （注） 平成 18年６月 29日の定時株主総会による利益処分項目であります。 
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評
価差額金 

為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

25,723 1,524 27,247 3,988,003 

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当(注） △46,487 

役員賞与(注） △26,088 

中間純利益 315,233 

自己株式の取得  

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） 

△5,355 1,272 △4,082 △4,082 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△5,355 1,272 △4,082 238,576 

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

20,368 2,797 23,165 4,226,579 

  
 （注） 平成 18年６月 29日の定時株主総会による利益処分項目であります。 
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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） 
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 
（千円） 

1,049,700 1,000,265 2,261,755 △494 4,311,225

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △52,685  △52,685

中間純利益 232,718  232,718

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 
（千円） 

－ － 180,032 － 180,032

平成19年９月30日 残高 
（千円） 

1,049,700 1,000,265 2,441,787 △494 4,491,258

  
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評
価差額金 

為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計 

純資産合計 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

17,078 △138 16,940 4,328,166 

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △52,685 

中間純利益 232,718 

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） 

△5,686 △192 △5,878 △5,878 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△5,686 △192 △5,878 174,153 

平成19年９月30日 残高 
（千円） 

11,392 △330 11,061 4,502,319 
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成 18年４月１日 至平成 19年３月 31日） 
株主資本 

 
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 
（千円） 

1,049,700 1,000,265 1,911,285 △494 3,960,755

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当(注） △46,487  △46,487

役員賞与（注） △26,088  △26,088

当期純利益 423,045  423,045

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 
（千円） 

－ － 350,470 － 350,470

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

1,049,700 1,000,265 2,261,755 △494 4,311,225

  
 （注） 平成 18年６月 29日の定時株主総会による利益処分項目であります。 
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評
価差額金 

為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

25,723 1,524 27,247 3,988,003 

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当(注） △46,487 

役員賞与(注） △26,088 

当期純利益 423,045 

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

△8,644 △1,663 △10,307 △10,307 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△8,644 △1,663 △10,307 340,162 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

17,078 △138 16,940 4,328,166 

  
 （注） 平成 18年６月 29日の定時株主総会による利益処分項目であります。 
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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) 

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー
計算書 
(自 平成18年４月１日
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 

    

税金等調整前中間（当
期）純利益 

 396,646 421,164 608,123 

減価償却費等  62,360 71,135 134,103 

のれん償却額  13,020 13,020 26,041 

賞与引当金の増減額  △8,652 9,036 △5,940 

役員賞与引当金の増減
額 

 14,577 △17,988 35,113 

退職給付引当金の増減
額 

 6,883 △2,305 35,506 

役員退職慰労引当金の
増減額 

 － △50,125 105,710 

貸倒引当金の増減額  △9,929 1,391 △10,764 

受取利息及び受取配当
金 

 △3,484 △6,228 △7,584 

投資有価証券償還益  － △1,117 － 

支払利息  10,990 17,195 36,989 

為替差損益  △386 3,093 430 

固定資産除売却損  8,353 560 10,630 

固定資産売却益  △3,804 △21,295 △11,846 

売上債権の増減額  △116,941 908,905 △465,867 

たな卸資産の増減額  △96,603 △178,325 △281,787 

仕入債務の増減額  158,885 103,877 230,728 

役員賞与の支払額  △26,088 － △26,088 

その他資産の増減額  47,651 53,999 61,382 

その他負債の増減額  13,947 △49,682 67,865 

小計  467,426 1,276,312 542,747 

利息及び配当金の受取
額 

 3,486 6,125 7,535 

利息の支払額  △11,229 △22,832 △37,608 

法人税等の支払額  △148,629 △207,547 △301,832 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 311,053 1,052,057 210,841 



オカダアイヨン㈱ (6294) 平成 20年 3月期中間決算短信 

 14

 

  
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) 

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー
計算書 
(自 平成18年４月１日
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 

    

定期預金の解約による
収入 

 － － 50,000 

有価証券の取得による
支出 

 － △58,025 － 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △35,022 △161,022 △181,166 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 23,125 42,067 40,500 

投資有価証券の償還に
よる収入 

 － 16,267 － 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △315 △2,445 △566 

貸付金の回収による収
入 

 1,080 1,215 2,310 

貸付けによる支出  － － △3,000 

敷金・保証金の支出  △523 △291 △3,882 

敷金・保証金の回収によ
る収入 

 1,585 1,867 2,823 

保険積立金の積立によ
る支出 

 △5,811 △4,941 △9,450 

保険積立金の解約によ
る収入 

 5,025 － 8,575 

長期前払費用の支出  △1,002 △755 △1,879 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △11,858 △166,065 △95,733 

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  300,000 1,000,000 － 

長期借入れによる収入  119,916 115,460 715,490 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △240,760 △428,858 △506,956 

配当金の支払額  △47,300 △52,442 △47,539 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 131,855 634,159 160,994 
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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) 

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー
計算書 
(自 平成18年４月１日
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） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 △1,229 △4,228 851 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額 

 429,821 1,515,923 276,953 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 1,027,957 1,304,910 1,027,957 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高 

 1,457,778 2,820,833 1,304,910 
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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 (1）連結子会社の数    ２社 (1）連結子会社の数    ２社 (1）連結子会社の数    ２社

 連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

 株式会社アイヨンテック 

Okada America,Inc. 

同左 同左 

 (2）主要な非連結子会社はありま

せん。 

(2）     同左 (2）     同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の非連結子会社及

び関連会社はありません。 

(1）     同左 (1）     同左 

 (2）持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社はありませ

ん。 

(2）     同左 (2）     同左 

３．連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項 

 連結子会社のうちOkada 

America,Inc.の中間決算日は、7月

31日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、同中間決算日現在の財務

諸表を使用しております。ただし、

8月1日から中間連結決算日9月30

日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整

を行っております。 

同左  連結子会社のうちOkada 

America,Inc.の決算日は、１月31

日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。ただし、２月１

日から連結決算日３月31日までの

期間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行って

おります。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間連結決算日の市場価

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）を採

用しております。 

同左  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）を採用し

ております。 

 ② デリバティブ ② デリバティブ ② デリバティブ 

  時価法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

  主として個別法による原価

法を採用しております。 

同左 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） 

 (ロ)重要な減価償却資産の償却方

法 

(ロ)重要な減価償却資産の償却方

法 

(ロ)重要な減価償却資産の償却方

法 

 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

  当社及び連結子会社は定率

法（ただし、平成10年4月1日

以降に取得した建物（附属設

備を除く）及び機械装置（賃

貸）については定額法）を採

用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物      ３～38年

その他     ２～20年

建物（附属設備を除く）及び機

械装置（賃貸） 

（1）平成10年３月31日以前に

取得した建物 

旧定率法によっておりま

す。 

（2）平成10年４月１日から平

成19年３月31日までに取

得した建物及び平成19年

３月31日以前に取得した

機械装置（賃貸） 

旧定額法によっておりま

す。 

（3）平成19年４月１日以降に

取得したもの 

定額法によっておりま

す。 

 

建物・機械装置（賃貸）以外 

（1）平成19年３月31日以前に

取得したもの 

旧定率法によっておりま

す。 

（2）平成19年４月１日以降に

取得したもの 

定率法によっておりま

す。 

 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     ３年～38年 

その他    ２年～20年 

 当社及び連結子会社は定率

法（ただし、平成10年4月1日

以降に取得した建物（附属設

備を除く）及び機械装置（賃

貸）については定額法）を採

用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物      ３～38年

その他     ２～20年
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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） 

  （会計方針の変更）  

   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

おります。 

 これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間

純利益は、それぞれ1,658千

円減少しております。 

 

  （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。 

 これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間

純利益がそれぞれ3,805千円

減少しております。 
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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） 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  定額法を採用しておりま

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。 

同左 同左 

 ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 

  均等償却によっておりま

す。 

同左 同左 

 (ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

  売掛債権、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

を計上しております。 

同左 同左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

  従業員に対し支給する賞与

に充てるため、当中間連結会

計期間のうち未払期間に対応

する支給見込額を計上してお

ります。 

同左  従業員に対し支給する賞与

に充てるため、当連結会計年

度のうち未払期間に対応する

支給見込額を計上しておりま

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） 

 ③ 役員賞与引当金 ③ 役員賞与引当金 ③ 役員賞与引当金 

  当社及び国内連結子会社は

役員賞与の支給に備えて、当

連結会計年度における支給見

込額の当中間連結会計期間負

担額を計上しております。 

同左  役員賞与の支出に備えて、

当連結会計年度における支給

見込額に基づき計上しており

ます。 

 （会計方針の変更）  （会計方針の変更） 

  当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号 平

成17年11月29日）を適用して

おります。 

 これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純

利益は、それぞれ14,577千円

減少しております。 

 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該個所に記載

しております。 

─────  当連結会計年度より、「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）を適用しております。

 これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純

利益は、それぞれ35,113千円

減少しております。 

 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該個所に記載

しております。 

 ④ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（73,445千円）については、

15年による按分額を費用処理

する方針であり、当中間連結

会計期間ではその２分の１を

計上しております。 

    従業員の退職給付に備えるた

   め、当連結会計年度末における退

   職給付債務の見込額に基づき、当

   中間連結会計期間末において発

   生していると認められる額を計

   上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（22,984千円）については、

15年による按分額を費用処理

する方針であり、当中間連結

会計期間ではその２分の１を

計上しております。（会計基

準変更時差異は、前連結会計

年度において退職一時金制度

及び適格退職年金制度の一部

を確定拠出年金制度へ移行し

たことに伴う移行損失認識後

の金額であります。） 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産額に基づき計上しておりま

す。 

 なお、会計基準変更時差異

（73,445千円）については、

15年による按分額を費用処理

しております。 

 

（追加情報） 

 当社は、確定拠出年金法の

施行に伴い、平成19年４月１

日に退職一時金制度及び適格

退職年金制度の一部について

確定拠出年金制度へ移行し、

「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第１号）を適用

しております。 

   本移行に伴う影響額は、特

別損失として16,186千円計上

しております。 

    

 



オカダアイヨン㈱ (6294) 平成 20年 3月期中間決算短信 

 21

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） 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 ⑤ 役員退職慰労引当金 

 ─────  役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく当連結会計年度

の支給見込額の当中間連結会計期

間負担額を計上しております。 

 役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

   （追加情報） （会計方針の変更） 

        役員退職慰労引当金は、従来、

   支出時の費用として処理してお

   りましたが、前連結会計年度の

   下期より内規に基づく期末要支

   給額を役員退職慰労引当金とし

   て計上する方法に変更しました。

    従って、前中間連結会計期間は

   従来の方法によっており、当中間

   連結会計期間と同一の方法を採

   用した場合と比べ、前中間連結会

   計期間の営業利益及び経常利益

   は、3,755千円、税金等調整前中

   間純利益は101,755千円多く計上

   されております。 

     

 役員退職慰労金について、従来、

支出時の費用として処理しており

ましたが、当連結会計年度より内

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する方法

に変更しました。 

 この変更は、「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 平成19年

４月13日 監査・保証実務委員会

報告第42号）が公表されたことを

契機として、役員の在任期間の長

期化に伴い、役員退職慰労金の金

額的重要性が増してきているこ

と、また、将来の役員退職慰労金

支出時における一時的な負担の増

大を避け、役員の在任期間に対応

した費用配分を行うことで、期間

損益の適正化と財務内容の健全化

を図るためのものであります。 

 この変更により、従来の方法に

よった場合に比べ、営業利益及び

経常利益が7,710千円、税金等調整

前当期純利益が105,710千円それ

ぞれ減少しております。 

 また、上記取扱いの公表が平成

19年４月13日付で行なわれたた

め、当中間連結会計期間は従来の

方法によっております。従って、

当中間連結会計期間は変更後の方

法によった場合と比べ、営業利益

及び経常利益が3,755千円、税金等

調整前中間純利益が101,755千円

それぞれ多く計上されておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える

影響は、当該個所に記載しており

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） 

 (ニ)重要なリース取引の処理方法 (ニ)重要なリース取引の処理方法 (ニ)重要なリース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同左 同左 

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

 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

  振当処理の要件を満たす為

替予約について、振当処理を

採用しております。 

同左 同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段・・為替予約 

ヘッジ対象・・外貨建金銭

債権債務 

同左 同左 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

  外貨建取引の為替相場の変

動リスクを回避する目的で為

替予約取引を行っておりま

す。 

同左 同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

  為替予約の締結時に外貨建

取引個々に、為替予約を振当

てており、その後の為替相場

の変動による相関関係は完全

に確保されているので有効性

の評価を省略しております。

同左 同左 

 (ヘ)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(ヘ)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(ヘ)その他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 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

  税抜方式を採用しておりま

す。 

同左 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、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

期投資からなっております。 

同左 同左 
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会計方針の変更 
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） 

 

───── 

（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、4,226,579千円であります。 

 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、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

  当連結会計年度より、「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、4,328,166千円であります。 

 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、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。 

 
表示方法の変更 

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） 

（中間連結貸借対照表）  

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲記され

ていたものは、当中間連結会計期間から「のれん」として表示して

おります。 

───── 

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書） 

(1)「保険解約返戻金」は、前中間連結会計期間は、営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間におい

て営業外収益の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間の「保険解約返戻金」の金額は579千円

であります。 

(1)「為替差損」は、前中間連結会計期間は、営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間において営業

外費用の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間の「為替差損」の金額は2,998千円であ

ります。 

(2)「固定資産除却損」は、前中間連結会計期間は、営業外費用の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間におい

て営業外費用の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間の「固定資産除却損」の金額は1,929

千円であります。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲

記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却額」と

して表示しております。 

───── 
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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)、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)及び前連結会計年度(自 平成 18年 4月 1日 至 平成 19年 3月 31日) 
 当社及び連結子会社は同一セグメントに属する建設機械につけるアタッチメントの製造及び販売、環境関

連機器の製造及び販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 
 

【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） 

北米 
（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 4,102,930 400,360 4,503,290 － 4,503,290 

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

252,561 － 252,561 （252,561） － 

計 4,355,491 400,360 4,755,852 （252,561） 4,503,290 

営業費用 3,950,171 352,558 4,302,729 （243,502） 4,059,227 

営業利益 405,320 47,801 453,122 （9,059） 444,063 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・アメリカ 
３．会計方針の変更 
 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（ハ）③に記載のとおり、当中間連

結会計期間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成 17年 11月 29日）を適
用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は 14,577
千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 
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) 

 
日本 
（千円） 

北米 
（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 4,154,801 643,489 4,798,290 － 4,798,290 

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

261,352 － 261,352 （261,352） － 

計 4,416,154 643,489 5,059,643 （261,352） 4,798,290 

営業費用 4,035,464 602,699 4,638,164 （274,618） 4,363,546 

営業利益 380,689 40,789 421,479    13,265 434,744 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・アメリカ 
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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） 

北米 
（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 7,844,499 1,146,612 8,991,111 － 8,991,111 

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

516,481 － 516,481 （516,481） － 

計 8,360,981 1,146,612 9,507,593 （516,481） 8,991,111 

営業費用 7,621,385 1,083,220 8,704,605 （505,635） 8,198,970 

営業利益 739,595 63,392 802,988 （10,846） 792,141 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・アメリカ 
３．会計方針の変更 
  （役員賞与に関する会計基準） 
   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（３）③に記載のとおり、当連結会計 
  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
ております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は 35,113 

  千円増加し、営業利益は同額減少しております。 
  （役員退職慰労金の計上方法） 
   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（3）⑤に記載のとおり、当連結会計
年度より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する方法に変更しました。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は 7,710 千円増加し、
営業利益は同額減少しております。 

 
【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) 

 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 652,921 208,177 861,099 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 4,503,290 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高
の割合（％） 

14.5 4.6 19.1 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・アメリカ 
その他・・オランダ・ポルトガル・オーストラリア・イタリア 

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) 

 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 643,489 276,795 920,285 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 4,798,290 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高
の割合（％） 

13.4 5.8 19.2 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・アメリカ 
その他・・オランダ・フィリピン・クロアチア・シンガポール・スペイン・トルコ 

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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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) 

 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,146,612 483,969 1,630,582 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 8,991,111 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高
の割合（％） 

12.8 5.4 18.1 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・アメリカ 
その他・・香港・オランダ・ポルトガル・オーストラリア・イタリア 

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。 
 

（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 681.89円 

１株当たり中間純利益 50.86円 
  

 
１株当たり純資産額 726.38円

１株当たり中間純利益 37.55円
  

 
１株当たり純資産額 698.28円

１株当たり当期純利益 68.25円
  

 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

式がないため記載しておりません。

 
 （注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、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 
(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 4,226,579 4,502,319 4,328,166 

純資産の部の合計額から控除する金
額（千円） 

－ － － 

普通株式に係る中間期末（期末）の純
資産額（千円） 

4,226,579 4,502,319 4,328,166 

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた中間期末（期末）の普通株式の数
（千株） 

6,198 6,198 6,198 

 
 （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） 315,233 232,718 423,045 

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） 

315,233 232,718 423,045 

期中平均株式数（千株） 6,198 6,198 6,198 

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

  
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  1,604,048 3,035,932 1,344,044 

２．受取手形  1,289,114 640,328 1,605,018 

３．売掛金  1,661,355 1,800,385 1,819,175 

４．たな卸資産  1,183,651 1,325,584 1,148,034 

５．繰延税金資産  117,183 96,668 132,474 

６．その他  197,330 134,159 192,137 

貸倒引当金  △6,603 △6,146 △6,497 

流動資産合計   6,046,080 77.1 7,026,913 76.6  6,234,389 75.6

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物  219,343 203,522 211,169 

(2）土地  879,538 1,003,195 1,003,195 

(3）その他  236,285 453,933 278,922 

計  1,335,167 1,660,651 1,493,288 

２．無形固定資産  122,229 122,677 120,702 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  115,765 85,505 110,228 

(2）その他  239,272 293,580 301,816 

貸倒引当金  △17,633 △19,393 △17,134 

計  337,404 359,692 394,909 

固定資産合計   1,794,801 22.9 2,143,021 23.4  2,008,900 24.4

資産合計   7,840,882 100.0 9,169,934 100.0  8,243,289 100.0
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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  1,001,670 1,093,331 1,016,310 

２．買掛金  737,073 855,914 732,173 

３．短期借入金  1,200,000 1,900,000 900,000 

４．未払法人税等  117,000 69,500 157,220 

５．賞与引当金  97,178 106,170 98,509 

６．役員賞与引当金  12,937 17,125 35,113 

７．その他  357,147 299,500 460,181 

流動負債合計   3,523,007 44.9 4,341,541 47.4  3,399,508 41.2

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  － 300,080 350,060 

２．退職給付引当金  195,017 221,335 223,640 

３．役員退職慰労引当
金 

 － 55,585 105,710 

４．その他  － 3,120 1,764 

固定負債合計   195,017 2.5 580,120 6.3  681,175 8.3

負債合計   3,718,025 47.4 4,921,662 53.7  4,080,683 49.5

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   1,049,700 1,049,700  1,049,700

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  1,000,265 1,000,265 1,000,265 

資本剰余金合計   1,000,265 1,000,265  1,000,265

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  99,020 99,020 99,020 

(2）その他利益剰余
金 

   

圧縮記帳積立金  38,650 36,093 37,260 

別途積立金  1,622,000 1,852,000 1,622,000 

繰越利益剰余金  293,348 200,295 337,776 

利益剰余金合計   2,053,019 2,187,409  2,096,057

４．自己株式   △494 △494  △494

株主資本合計   4,102,489 52.3 4,236,879 46.2  4,145,527 50.3

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  20,368 11,392  17,078

評価・換算差額等合
計 

  20,368 0.3 11,392 0.1  17,078 0.2

純資産合計   4,122,857 52.6 4,248,271 46.3  4,162,606 50.5

負債純資産合計   7,840,882 100.0 9,169,934 100.0  8,243,289 100.0
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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   4,105,362 100.0 4,421,639 100.0  8,368,714 100.0

Ⅱ 売上原価   3,012,606 73.4 3,264,724 73.8  6,171,386 73.7

売上総利益   1,092,755 26.6 1,156,914 26.2  2,197,327 26.3

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  798,667 19.4 892,411 20.2  1,683,338 20.2

営業利益   294,088 7.2 264,503 6.0  513,998 6.1

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1,956 2,419 4,084 

２．受取配当金  4,373 4,401 4,717 

３．受取経営指導料  14,200 11,400 28,000 

４．固定資産売却益  3,595 20,877 11,497 

５．その他  7,360 
7,711

11,564 

営業外収益合計   31,486 0.7 46,810 1.1  59,863 0.7

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  7,365 14,051 17,523 

２．債権譲渡損  17,751 21,061 31,697 

３．その他  24,514 11,835 35,481 

営業外費用合計   49,631 1.2 46,948 1.1  84,703 1.0

経常利益   275,942 6.7 264,364 6.0  489,149 5.8

Ⅵ 特別損失    

１．役員退職慰労金  8,900 － － 

２．過年度役員退職慰
労引当金繰入額 

 － － 106,900 

３．退職給付制度移行
損失 

 － － 16,186 

特別損失合計   8,900 0.2 － －  123,086 1.4

税引前中間(当期)
純利益 

  267,042 6.5 264,364 6.0  366,062 4.4

法人税、住民税及
び事業税 

 110,889 64,498 236,575 

法人税等調整額  △87,364 23,525 0.6 55,829 120,327 2.7 △157,068 79,507 1.0

中間(当期)純利益   243,517 5.9 144,037 3.3  286,555 3.4
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

資本剰余金
合計 

利益準備金
圧縮記帳積
立金 

別途積立金 
繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

1,049,700 1,000,265 1,000,265 99,020 43,040 1,522,000 218,016 1,882,077

中間会計期間中の変動額    

平成18年６月29日開催の
定時株主総会決議による
圧縮記帳積立金の取崩し 

 △2,998  2,998 －

その他の事由による圧縮
記帳積立金の取崩し 

 △1,390  1,390 －

別途積立金の積立て（注）  100,000 △100,000 －

剰余金の配当（注）   △46,487 △46,487

役員賞与（注）   △26,088 △26,088

中間純利益   243,517 243,517

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額） 

   

中間会計期間の変動額合計
（千円） 

－ － － － △4,389 100,000 75,331 170,941

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

1,049,700 1,000,265 1,000,265 99,020 38,650 1,622,000 293,348 2,053,019

    
 （注） 平成 18年６月 29日の定時株主総会による利益処分項目であります。 
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株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 

株主資本合
計 

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 
（千円） 

△494 3,931,547 25,723 25,723 3,957,270

中間会計期間中の変動額  

平成18年６月29日開催の
定時株主総会決議による
圧縮記帳積立金の取崩し 

 － －

その他の事由による圧縮
記帳積立金の取崩し 

 － －

別途積立金の積立て 
（注） 

 － －

剰余金の配当(注)  △46,487 △46,487

役員賞与（注）  △26,088 △26,088

中間純利益  243,517 243,517

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額） 

 △5,355 △5,355 △5,355

中間会計期間の変動額合計
（千円） 

－ 170,941 △5,355 △5,355 165,586

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

△494 4,102,489 20,368 20,368 4,122,857

  
 （注） 平成 18年６月 29日の定時株主総会による利益処分項目であります。 
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

資本剰余金
合計 

利益準備金
圧縮記帳積
立金 

別途積立金 
繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

1,049,700 1,000,265 1,000,265 99,020 37,260 1,622,000 337,776 2,096,057

中間会計期間中の変動額    

その他の事由による圧縮
記帳積立金の取崩し 

 △1,167  1,167 －

別途積立金の積立て  230,000 △230,000 －

剰余金の配当   △52,685 △52,685

中間純利益   144,037 144,037

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額） 

   

中間会計期間中の変動額 
合計（千円） 

－ － － － △1,167 230,000 △137,481 91,351

平成19年９月30日 残高 1,049,700 1,000,265 1,000,265 99,020 36,093 1,852,000 200,295 2,187､409

    
 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 

株主資本合
計 

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 △494 4,145,527 17,078 17,078 4,162,606

中間会計期間中の変動額  

その他の事由による圧縮
記帳積立金の取崩し 

 － －

別途積立金の積立て  － －

剰余金の配当  △52,685 △52,685

中間純利益  144,037 144,037

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額） 

 － △5,686 △5,686 △5,686

中間会計期間中の変動額合
計（千円） 

－ 91,351 △5,686 △5,686 85,665

平成19年９月30日 残高 △494 4,236,879 11,392 11,392 4,248,271
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

資本剰余金
合計 

利益準備金
圧縮記帳積
立金 

別途積立金 
繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

1,049,700 1,000,265 1,000,265 99,020 43,040 1,522,000 218,016 1,882,077

事業年度中の変動額    

平成18年６月29日開催の
定時株主総会決議による
圧縮記帳積立金の取崩し 

 △2,998  2,998 －

その他の事由による圧縮
記帳積立金の取崩し 

 △2,780  2,780 －

別途積立金の積立て（注）  100,000 △100,000 －

剰余金の配当（注）   △46,487 △46,487

役員賞与（注）   △26,088 △26,088

当期純利益   286,555 286,555

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） 

－ － － － △5,779 100,000 119,760 213,980

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

1,049,700 1,000,265 1,000,265 99,020 37,260 1,622,000 337,776 2,096,057

    
 （注） 平成 18年６月 29日の定時株主総会による利益処分項目であります。 
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株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 

株主資本合
計 

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 
（千円） 

△494 3,931,547 25,723 25,723 3,957,270

事業年度中の変動額  

平成18年６月29日開催の
定時株主総会決議による
圧縮記帳積立金の取崩し 

 － －

その他の事由による圧縮
記帳積立金の取崩し 

 － －

別途積立金の積立て 
（注） 

 － －

剰余金の配当(注)  △46,487 △46,487

役員賞与（注）  △26,088 △26,088

当期純利益  286,555 286,555

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額） 

 △8,644 △8,644 △8,644

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

－ 213,980 △8,644 △8,644 205,336

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

△494 4,145,527 17,078 17,078 4,162,606

  
 （注） 平成 18年６月 29日の定時株主総会による利益処分項目であります。 
 


