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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 5,173 △6.4 217 △27.1 169 △36.3 120 △15.5

18年９月中間期 5,526 △1.8 298 △22.9 266 △20.5 143 △13.4

19年３月期 11,490  630  579  302  

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 28 01  －

18年９月中間期 32 91 32 90

19年３月期 69 79  －

（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 12,373 4,266 34.5 994 27

18年９月中間期 12,936 3,831 29.6 882 65

19年３月期 12,776 3,995 31.3 920 48

（参考）自己資本 19年９月中間期 4,266百万円 18年９月中間期 3,831百万円 19年３月期 3,995百万円

(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 5 △126 △188 2,484

18年９月中間期 320 △265 △349 2,702

19年３月期 773 △501 △473 2,795

２．配当の状況

１株当たり配当金（円）

（基準日） 中間 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期  － 15 00 15 00

20年３月期  －  －

12 5020年３月期（予想）  － 12 50

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 9,700 △15.6 350 △44.5 250 △56.9 170 △43.9 39 37
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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、16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（会計方針の変更）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 4,605,760株 18年９月中間期 4,605,760株 19年３月期 4,605,760株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 315,120株 18年９月中間期 265,120株 19年３月期 265,120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

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる

可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきましては、添

付資料の３ページを参照してください。

小野産業㈱（7858）　平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

① 全般的状況

米国経済に減速傾向が見うけられ、サブプライム問題による金融市場の不安定化、天然資源や食料の高騰、中東地

域の政治的問題といった要因をはらみながらも、ＥＵや新興経済発展国の成長等により、世界経済は拡大を続けてい

ます。

日本経済は、依然輸出と設備投資に支えられ拡大が続いています。しかしながら、個人消費は、雇用状況が改善し

てきているものの、所得の低迷、住民税の増額等により足踏み状態となっています。また、産業界では自動車分野が

好調ですが、デジタル分野においては製品の値下がりが激しく、組み立てメーカーのみならず、素材供給企業におい

ても業績悪化や撤退するケースが生じています。

このような経済情勢の中、当社といたしましては、慎重に市場動向を見極め、かつ生産性の向上と独自技術の開発

に努めてまいりました。

この結果、当中間期の業績は、売上高51億73百万円（前年同期比6.4%減）、営業利益２億17百万円（同27.1%減）、

経常利益１億69百万円（同36.3%減）、中間純利益１億20百万円（同15.5%減）となりました。

② 分野別状況

a. 家電分野

本分野における主力製品である新機能付エアコンの当中間期の受注は、順調に推移いたしました。また、その新

機能部分における成形と組み立てに関しましても受注いたしました。その結果、本分野の売上高は17億79百万円と

なり、前年同期比163.5%の大幅増収になりました。

b. エレクトロニクス分野

薄型テレビ、パソコン等の本分野における主力製品の当中間期の受注は、順調に推移いたしました。なお、前中

間期には新型コンピューターゲーム機向けの受注に伴い売上高が大幅に増加していました。その結果、本分野の売

上高は26億４百万円となり、前年同期比38.0%の減収になりました。

c. 自動車分野

搭載車種の販売が好調でしたので、エアコンコントロールパネル等の内装部品の当中間期の受注が好調に推移い

たしました。その結果、本分野の売上高は５億19百万円となり、前年同期比23.6%の増収になりました。

d. その他分野

当中間期は食品容器において付加価値のある製品の受注に努めました。その結果、本分野の売上高は２億70百万

円となり、前年同期比19.0%の増収になりました。

③ 通期の見通し

今後の見通しとしましては、当中間期より進めていました薄型テレビ部品やモバイル製品部品等の新機種が本格稼

動するものの、一部製品の海外移転による売上高の減少等により、当下半期の売上高は当中間期を下回るものと想定

しています。この状況に対し、生産工程の効率改善等の施策を着実に実行することにより利益率の向上を図ってまい

ります。

　よって、平成20年３月期通期では、売上高97億円（前期比15.6%減）、営業利益３億50百万円（同44.5%減）、経常

利益２億50百万円（同56.9%減）、当期純利益１億70百万円（同43.9%減）を見込んでいます。

(2）財政状態に関する分析

① 財政状態

当中間会計期間末の総資産は123億73百万円と、前中間会計期間末に比し５億62百万円減少しました。

　流動資産は71億76百万円と、前中間会計期間末に比し８億87百万円減少しました。この減少は主に売上債権と現金

及び預金の減少等によるものです。

　有形固定資産は41億57百万円と、前中間会計期間末に比し93百万円減少しました。この減少は主に減価償却費によ

るものです。

　無形固定資産は12百万円と、前中間会計期間末に比し９百万円減少しました。

　投資その他の資産は10億26百万円と、前中間会計期間末に比し４億27百万円増加しました。この増加は主に保有す

る有価証券の評価益による投資有価証券の増加等によるものです。

　当中間会計期間末の負債は81億７百万円と、前中間会計期間末に比し９億97百万円減少しました。

　流動負債は50億41百万円と、前中間会計期間末に比し２億33百万円減少しました。この減少は１年以内償還予定社

債や１年以内返済予定長期借入金の増加等により一部相殺されましたものの、主に仕入債務の減少等によるもので

す。

　固定負債は30億66百万円と、前中間会計期間末に比し７億63百万円減少しました。この減少は主に社債や長期借入

金の内１年以内に償還・返済が予定されている金額を流動負債に振り替えたこと等によるものです。

　当中間会計期間末の純資産は42億66百万円と、前中間会計期間末に比し４億34百万円増加しました。この増加は主

に別途積立金とその他有価証券評価差額金の増加等によるものです。
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② キャッシュ・フロー

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、税引前中間純利益額１億66百万円(前年同

期比37.0％減)、減価償却費２億15百万円(同5.8％増)の計上等の要因により一部相殺されましたものの、法人税等の

支払２億79百万円(前年同期は法人税等の還付１億45百万円)、有形固定資産の取得による支出１億40百万円(同54.9％

減)、有利子負債の圧縮による支出１億円(同47.4％減)等により、前中間会計期間末に比べ２億17百万円減少し、当中

間会計期間末には24億84百万円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

仕入債務の減少５億25百万円(前年同期は22億32百万円の増加)、法人税等の支払２億79百万円(前年同期は法人税等

の還付１億45百万円)等の要因により一部相殺されましたものの、売上債権の減少３億57百万円(前年同期は23億34百

万円の増加)、税引前中間純利益額１億66百万円(前年同期比37.0％減)の計上、減価償却費２億15百万円(同5.8％増)

の計上等により、当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は５百万円(同98.3％減)となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資有価証券の売却による収入12百万円(前年同期はなし)等の要因のため一部相殺されましたが、新規設備等有形

固定資産の取得による支出１億40百万円(前年同期比54.9％減)等により当中間会計期間において投資活動の結果使用

した資金は１億26百万円(同52.3％減)となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

有利子負債の圧縮による支出１億円(前年同期比47.4％減)、配当金の支払64百万円(同19.7％増)等により当中間会

計期間において財務活動の結果使用した資金は１億88百万円(同46.0％減)となりました。

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 32.2 34.7 29.6 31.3 34.5

時価ベースの自己資本比率（％） 33.4 25.8 16.4 20.7 18.6

債務償還年数（年） － 7.2 7.5 6.0 406.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 9.5 7.4 9.2 0.1

　注）　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

（中間期については営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しています。）

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

１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しています。

２．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用していま

す。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としていま

す。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、持続的発展に必要な設備・研究開発投資への充当並びに財務基盤強化を図りつつ、一定の安定性の中で配

当性向も勘案し、株主還元を行ってまいります。また、当社は、定款で会社法第454条第５項に規定する中間配当を取

締役会決議で行うことができる旨を定めており、株主総会の決議に基づき行う期末配当と併せ年２回の配当を行うこ

とができます。

　上記方針に基づき、当中間期実績、通期見通し及び事業環境等諸般の状況を総合的に勘案し、当期の中間配当を見

送ることにしました。また、期末には１株当り12円50銭の配当を行うことを見込んでいます。

　内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力並びに顧

客ニーズに応える技術開発体制の強化等へ有効投資してまいりたいと考えています。
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(4）事業等のリスク

　中間決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなもの

があります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間期末現在において当社が判断したものです。

①　公的規制について

　企業活動を行うに際し常に環境に配慮することが求められており、今後ともＥＵの環境基準を始め環境に関連す

る法令等の制定及び改正等による規制が厳しくなることも予想されます。また、事業を展開する各国において、様々

な理由による公的規制があり、それによる当社の活動に対する制限が生じる場合があります。それらに伴う費用増

加等が、当社の業績と財務状況に大きな影響を与える可能性があります。

②　原材料価格の変動について

　プラスチック製品等の製造及び販売を主な業務としている当社において、主要原材料であるプラスチックの市況

の急激な高騰もしくは下落が起こった場合は、当社の業績と財務状況に大きな影響を与える可能性があります。

③　顧客企業業績への依存について

　当社は、当中間期における売上高の15.8％をソニー株式会社グループ向けに、34.7％を株式会社日立製作所グルー

プ向けに依存しています。（２社グループ向け合計は50.5％です。）当中間期は前中間期にありました新型コン

ピューターゲーム機向けの大量な受注がなくなりましたため、ソニー株式会社グループへの依存度は大幅に低下し

ました。一方、日立グループ向けには新機能付エアコンの受注が伸びましたため前中間期と比べ大幅に増加しまし

た。依然両社グループの事業動向に影響を受ける可能性があります。

④　知的財産権保護の限界について

　当社は、独自技術であるＲＨＣＭ等他社と差別化できる技術とノウハウの蓄積に努めており、各国において特許

申請を実施しています。しかしながら、特定の地域では知的財産権の保護が十分になされていないこともあり、第

三者が当社の知的財産権に類似した製法によりプラスチック製品を製造することを効果的に防止できない可能性が

あります。

⑤　国際活動及び海外進出に潜在するリスクについて

　当社は、国内のみならず海外でもＲＨＣＭアライアンスを構築しており、直接進出と比較してリスクを最小化し

ています。しかしながら海外市場への事業進出には、次のようなリスクが内在しています。

・予期しない法律の変更又は規制の強化

・税制又は税率の変更

・政治的又は経済的な理由による外部環境の変動

・テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱

⑥　災害等によるリスクについて

　当社では、震災、火災等の予期できない事態の発生に対するリスク対応を鋭意検討していますが、これらを完全

に防止又は軽減できる保証はありません。これらの事象が生じた場合は、当社グループの業績と財務状況に悪影響

を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当企業集団は、当社（小野産業株式会社）と子会社１社（OSK INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED）により構成されており、

プラスチック製品等の製造及び販売を主な業務としています。なお、子会社の資産・売上高等から見て、当企業集団の

財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成して

いません。

　事業系統図は次のとおりです。

 
顧         客 

当   社 
子会社１社 

(OSK INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED) 

製品等 製品等 

出  資 
(100%) 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、顧客への存在価値を向上させるべく、プラスチック加工領域における独自技術を開発し、その成果を広く

普及させることを通じて、株主・顧客・従業員への利益最大化を図ってまいります。同時に、社会の一員として法令

遵守に努め、環境負荷の低減にも積極的に取り組んでまいります。その概要は次のとおりです。

①　企業競争力強化・技術集約型企業への推進

　プラスチック加工領域における独自技術の開発と独自技術をベースとした高品位製品の量産技術の開発を進めて

まいります。一方で、他社との共同開発等を通じて他の加工技術との融合を図り、更なる差別化技術を開発してま

いります。

　同時に、独自技術であるＲＨＣＭ（高速ヒートサイクル成形技術）を核とした緩やかな連合体（ＲＨＣＭアライ

アンス）構想を推進しており、アライアンス・パートナーとともにＲＨＣＭ製品の供給拠点をグローバルに構築し

てまいります。

　また、中国でのアライアンス・パートナーへの委託生産品の輸入販売を促進し、国内への設備投資を抑えつつ顧

客の需要に応えてまいります。

　　②　人財の拡充、育成

　様々な意識改善活動、業務目標達成計画、個人目標達成計画及び教育・研修プログラムを整合的に推進し、会社・

部門・個人のベクトルを調和させ、魅力ある会社づくりを図ってまいります。

③　社会性

　経営・会計の透明性、環境問題を始めとして、企業の遵法性（社会性）が求められている中、当社は、環境問題

を社会の一員として取り組む等、全ての業務活動における遵法精神の重要性の認識を高めてまいります。

(2）目標とする経営指標

  当社は、次の項目を経営指標としています。

①　フリー・キャッシュ・フロー

　フリー・キャッシュ・フローを、持続的発展に必要な事業・設備・研究開発等の投資及びファイナンスを判断

する指標として利用しています。短期的には、フリー・キャッシュ・フローの最大化を目標としています。

②　ＲＯＡ（総資産営業利益率）

　ＲＯＡを、総資本に対して効率的な経営がなされているか判断する指標として活用しています。本指標を通じ

て経営層が貸借対照表を継続的にウォッチすることにより、事業活動に不要不急な資産及びたな卸資産の削減に

役立てる他、株主への還元である自社株買いの判断にも利用しています。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、中長期的な経営戦略として次の３項目を経営の軸として挙げており、日々変化する情勢の中で具体的な経

営方針・目標を設定しています。

・技術集約型企業への転換（成長力）

・企業競争力の強化（競争力）

・環境保全（社会性）
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(4）会社の対処すべき課題

  当社の売上高に占める比重の高いエレクトロニクス及び家電分野では、急激な製品価格の下落による淘汰が続き、

市場占有率が上位以外のグループは厳しい状況に立たされています。また、価格のみならず機能やデザインを競争力

とした差別化も進んでいます。

　当社といたしましては、これら変化の激しい市場動向に対し、当社の持つ独自技術の優位性と国内外への供給体制

（ＲＨＣＭアライアンス）を通して顧客ニーズに適ったモノ作りを行い、当社ステークホルダー（株主・顧客・従業

員）の利益最大化に努めてまいります。また、絶えざる技術開発と生産工程の改善等により持続的な収益基盤を構築

し、経営環境の変化へ柔軟に対応することで、成長力、競争力と社会性を併せ持った企業として、グローバルな市場

開拓に挑戦し続けてまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当社は、株式会社ジャスダック証券取引所へ「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出しており、当該

事項は、「内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況」に記載しています。なお、同報告書は、同証券

取引所ホームページに開示されています。

(6）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  2,702,739   2,484,822   2,795,087   

２．受取手形 ※７ 624,013   591,633   1,188,065   

３．売掛金  3,911,043   3,150,073   2,911,552   

４．たな卸資産  732,002   822,421   861,671   

５．その他 ※５ 99,074   133,886   177,386   

６．貸倒引当金  △4,429   △6,126   △3,317   

流動資産合計   8,064,443 62.3  7,176,710 58.0  7,930,446 62.1

Ⅱ　固定資産           

(1) 有形固定資産           

１．建物 ※2.3 2,097,403   2,031,089   2,055,696   

２．機械及び装置 ※2.3 1,232,358   1,212,033   1,207,436   

３．土地 ※1.3 680,296   680,296   680,296   

４．その他 ※２ 241,302   234,520   248,549   

有形固定資産合計   4,251,362 32.9  4,157,940 33.6  4,191,979 32.8

(2) 無形固定資産   21,928 0.2  12,724 0.1  15,481 0.1

(3) 投資その他の資産           

１．投資有価証券  235,446   635,727   247,771   

２．保険積立金 ※３ 255,283   265,276   263,766   

３．その他  107,871   125,207   126,604   

投資その他の資産合
計

  598,601 4.6  1,026,211 8.3  638,142 5.0

固定資産合計   4,871,891 37.7  5,196,876 42.0  4,845,602 37.9

資産合計   12,936,335 100.0  12,373,587 100.0  12,776,049 100.0
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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 ※７ 2,703,590   1,974,615   2,449,018   

２．買掛金  914,352   821,027   871,831   

３．短期借入金 ※３ 625,000   600,000   600,000   

４．１年以内返済予定長
期借入金

※３ 400,000   750,000   500,000   

５. １年以内償還予定社
債

※３ －   400,000   －   

６．未払金  140,936   136,519   134,360   

７．未払法人税等  138,176   29,956   271,667   

８．賞与引当金  74,180   83,333   95,833   

９．役員賞与引当金  10,000   6,000   20,000   

10．設備購入支払手形 ※７ 203,603   149,568   112,312   

11．その他 ※５ 65,041   90,341   69,373   

流動負債合計   5,274,879 40.8  5,041,362 40.7  5,124,398 40.1

Ⅱ　固定負債           

１．社債 ※３ 400,000   －   400,000   

２．長期借入金 ※３ 3,360,000   2,810,000   3,160,000   

３．繰延税金負債  2,749   183,325   25,078   

４．役員退職慰労引当金  43,295   50,334   47,791   

５．長期預り金  24,128   22,528   23,328   

固定負債合計   3,830,173 29.6  3,066,188 24.8  3,656,199 28.6

負債合計   9,105,052 70.4  8,107,550 65.5  8,780,597 68.7

          

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

(1) 資本金  595,916 4.6 595,916 4.8 595,916 4.7

(2) 資本剰余金  

１．資本準備金 742,246 742,246 742,246

２．その他資本剰余金 － 2,256 2,256

資本剰余金合計 742,246 5.7 744,503 6.0 744,503 5.8

(3) 利益剰余金  

１．利益準備金 44,348 44,348 44,348

２．その他利益剰余金    

別途積立金 2,360,000 2,560,000 2,360,000

繰越利益剰余金 201,685 217,254 361,421

利益剰余金合計  2,606,033 20.1 2,821,602 22.8 2,765,769 21.7

(4) 自己株式  △114,923 △0.8 △139,111 △1.1 △115,370 △0.9

株主資本合計  3,829,272 29.6 4,022,910 32.5 3,990,818 31.3

Ⅱ　評価・換算差額等       

(1) その他有価証券評価差
額金

 2,010 0.0  243,125 2.0 4,633 0.0

評価・換算差額等
合計

2,010 0.0 243,125 2.0 4,633 0.0

純資産合計 3,831,282 29.6 4,266,036 34.5 3,995,451 31.3

負債・純資産合計 12,936,335 100.0 12,373,587 100.0 12,776,049 100.0
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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   5,526,056 100.0  5,173,638 100.0  11,490,197 100.0

Ⅱ　売上原価   4,819,577 87.2  4,536,272 87.7  9,988,363 86.9

売上総利益   706,479 12.8  637,365 12.3  1,501,833 13.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  407,742 7.4  419,462 8.1  870,835 7.6

営業利益   298,736 5.4  217,902 4.2  630,998 5.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  18,515 0.3  26,508 0.5  45,074 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  50,532 0.9  74,614 1.4  96,661 0.8

経常利益   266,719 4.8  169,796 3.3  579,410 5.1

Ⅵ　特別利益 ※３  25,373 0.5  5,793 0.1  27,236 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４  28,583 0.5  9,478 0.2  40,970 0.4

税引前中間(当
期)純利益

  263,509 4.8  166,112 3.2  565,676 4.9

法人税、住民税
及び事業税

 134,999   24,173   255,927   

過年度法人税等
修正額

 －   7,485   19,201   

法人税等調整額  △14,552 120,447 2.2 13,509 45,169 0.9 △12,250 262,878 2.3

中間(当期)純利
益

  143,062 2.6  120,942 2.3  302,798 2.6
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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
合計別途積立金

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

595,916 742,246 742,246 44,348 2,320,000 153,018 2,517,366 △109,309 3,746,219

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て(注) － － － － 40,000 △40,000 － － －

剰余金の配当(注) － － － － － △54,395 △54,395 － △54,395

中間純利益 － － － － － 143,062 143,062 － 143,062

自己株式の取得 － － － － － － － △5,614 △5,614

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）

－ － － － 40,000 48,666 88,666 △5,614 83,052

平成18年９月30日　残高
（千円）

595,916 742,246 742,246 44,348 2,360,000 201,685 2,606,033 △114,923 3,829,272

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
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）

4,845 4,845 3,751,065

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て(注) － － －

剰余金の配当(注) － － △54,395

中間純利益 － － 143,062

自己株式の取得 － － △5,614

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

△2,835 △2,835 △2,835

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△2,835 △2,835 80,217

平成18年９月30日　残高
（千円）

2,010 2,010 3,831,282

 　（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
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

 その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

595,916 742,246 2,256 744,503 44,348 2,360,000 361,421 2,765,769 △115,370 3,990,818

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て － － － － － 200,000 △200,000 － － －

剰余金の配当 － － － － － － △65,109 △65,109 － △65,109

中間純利益 － － － － － － 120,942 120,942 － 120,942

自己株式の取得 － － － － － － － － △23,741 △23,741

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）

－ － － － － 200,000 △144,166 55,833 △23,741 32,092

平成19年９月30日　残高
（千円）

595,916 742,246 2,256 744,503 44,348 2,560,000 217,254 2,821,602 △139,111 4,022,910

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
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）

4,633 4,633 3,995,451

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 － － △65,109

中間純利益 － － 120,942

自己株式の取得 － － △23,741

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

238,492 238,492 238,492

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

238,492 238,492 270,584

平成19年９月30日　残高
（千円）

243,125 243,125 4,266,036
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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
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

 その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

595,916 742,246 － 742,246 44,348 2,320,000 153,018 2,517,366 △109,309 3,746,219

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て(注) － － － － － 40,000 △40,000 － － －

剰余金の配当(注) － － － － － － △54,395 △54,395 － △54,395

当期純利益 － － － － － － 302,798 302,798 － 302,798

自己株式の取得 － － － － － － － － △14,764 △14,764

自己株式の処分 － － 2,256 2,256 － － － － 8,703 10,960

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）

－ － 2,256 2,256 － 40,000 208,402 248,402 △6,060 244,598

平成19年３月31日　残高
（千円）

595,916 742,246 2,256 744,503 44,348 2,360,000 361,421 2,765,769 △115,370 3,990,818

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
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）

4,845 4,845 3,751,065

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て(注) － － －

剰余金の配当(注) － － △54,395

当期純利益 － － 302,798

自己株式の取得 － － △14,764

自己株式の処分 － － 10,960

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△212 △212 △212

事業年度中の変動額合計
（千円）

△212 △212 244,386

平成19年３月31日　残高
（千円）

4,633 4,633 3,995,451

 　（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。

小野産業㈱（7858）　平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 13 －



(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
 

(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

 263,509 166,112 565,676

減価償却費  203,781 215,559 410,922

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 779 2,808 △332

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 △820 △12,500 20,833

役員賞与引当金の増減
額（減少：△)

 10,000 △14,000 20,000

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△)

 △20,038 2,542 △15,542

退職給付引当金の増減
額（減少：△)

 6,555 596 △14,392

受取利息及び受取配当
金

 △1,670 △11,581 △17,884

支払利息  41,029 41,661 82,567

固定資産売却等損益
（益：△）

 △6,578 3,160 6,978

投資有価証券売却等損
益（益：△）

 861 △1,251 －

売上債権の増減額（増
加：△）

 △2,334,110 357,911 △1,898,672

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △339,999 39,250 △469,669

保険積立金の増減額
（増加：△）

 80,428 △1,510 71,944

仕入債務の増減額（減
少：△）

 2,232,320 △525,206 1,935,228

その他流動資産の増減
額（増加：△)

 25,190 29,981 △38,999

その他  56,415 28,600 48,140

小計  217,653 322,136 706,799

利息及び配当金の受取
額

 1,492 11,025 17,753

利息の支払額  △43,265 △48,396 △83,703

法人税等の支払額  － △279,153 △14,961

法人税等の還付額  145,059 － 147,301

営業活動によるキャッ
シュ・フロー計

 320,939 5,611 773,189
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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
 

(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

    

投資有価証券の売却に
よる収入

 － 12,051 －

投資有価証券の取得に
よる支出

 △1,308 △1,268 △8,399

有形固定資産の売却に
よる収入

 55,764 5,030 66,384

有形固定資産の除売却
による支出

 △6,634 △1,809 △6,657

有形固定資産の取得に
よる支出

 △311,824 △140,698 △551,378

無形固定資産の取得に
よる支出

 △1,384 － △1,384

投資活動によるキャッ
シュ・フロー計

 △265,386 △126,694 △501,435

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：△）

 △100,000 － △125,000

長期借入金の借入によ
る収入

 400,000 100,000 500,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △590,000 △200,000 △790,000

自己株式の譲渡による
収入

 － － 10,960

自己株式の取得による
支出

 △5,675 △23,996 △14,925

配当金の支払額  △54,195 △64,861 △54,389

財務活動によるキャッ
シュ・フロー計

 △349,871 △188,857 △473,354

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 259 △324 △109

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額（減少：△）

 △294,058 △310,265 △201,710

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 2,996,798 2,795,087 2,996,798

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※１ 2,702,739 2,484,822 2,795,087
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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

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1)有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

(イ）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

額は部分純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

その他有価証券

(イ）時価のあるもの

　　同左

その他有価証券

(イ)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

部分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）

(ロ）時価のないもの

移動平均法による原価法

(ロ）時価のないもの

同左

(ロ）時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

商品

個別法による原価法

(3）たな卸資産

商品

同左

(3）たな卸資産

商品

同左

製品・仕掛品

移動平均法による原価法

製品・仕掛品

同左

製品・仕掛品

同左

原材料

移動平均法による原価法

原材料

同左

原材料

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定額法

なお、主な耐用年数は以下の

とおりです。

建物…７～47年

機械及び装置…７～15年

 ―――――

(1）有形固定資産

　　　　　同左

 

 

 

 

（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。

これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は、

それぞれ643千円減少していま

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。

これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益がそ

れぞれ9,172千円減少していま

す。

(1）有形固定資産

　　　　　同左

 

 

 

 

 ―――――

(2）無形固定資産

定額法

ただし、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

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の

支給見込額のうち当中間会計

期間の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、将来の

支給見込額のうち当事業年度

の負担額を計上しています。

(3）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年

度における支給見込額の当中

間会計期間の負担額を計上し

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

10,000千円減少しています。

(3）役員賞与引当金

同左 

 

 

 

 

 ―――――

(3）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年

度における支給見込額の当事

業年度中の負担額を計上して

います。

（会計方針の変更）

当事業年度から、「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

20,000千円減少しています。

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく当中

間会計期間末要支給額の100％

を計上しています。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく当事

業年度末要支給額の100％を計

上しています。

(5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末の退職

給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しています。

なお、会計基準変更時差異

(422,812千円)については、10

年による按分額を費用処理し

ています。

当中間会計期間末において年

金資産の見込額が退職給付見

込額から未認識会計基準変更

時差異を控除した額を超えて

いるため、前払年金費用とし

て固定資産の投資その他の資

産の「その他」に含めて計上

しています。

(5）退職給付引当金

 同左

　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

（5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末の退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しています。

なお、会計基準変更時差異

(422,812千円)については、10

年による按分額を費用処理し

ています。

当事業年度末においては、年

金資産の見込額が退職給付見

込額から未認識会計基準変更

時差異を控除した額を超えて

いるため、前払年金費用とし

て固定資産の投資その他の資

産の「長期前払費用」に含め

て計上しています。

４．外貨建の資産及び負債の

　本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しています。

同左 外貨建金銭債権債務は、期末

日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益と

して処理しています。

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用してい

ます。また、金利スワップに

ついては、特例処理の要件を

満たしている場合は、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
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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）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

借入金の金利

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

主として当社のリスク別管理

方針に基づき、金利変動リス

クをヘッジしています。

(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

ヘッジ手段及びヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であ

り、かつ、ヘッジ開始時及び

その後も継続して相場変動又

はキャッシュ・フロー変動を

完全に相殺するものと想定す

ることができるため、ヘッジ

有効性の判定は省略していま

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

資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負

わない取得日から３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

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

小野産業㈱（7858）　平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 18 －



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、3,831,282千円です。

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）

当事業年度から、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第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、3,995,451千円です。

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います。
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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）
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．有形固定資産から直接減

額した圧縮記帳累計額
320,000千円        320,000千円 320,000千円

※２．有形固定資産の減価償却

累計額
4,018,613千円          4,343,474千円 4,207,680千円

※３．担保資産及び担保付債務 担保に供している資産 担保に供している資産 担保に供している資産

建物
1,541,629千円

(1,235,437千円)

機械及び装置
837,057

(837,057)

土地
530,054

(137,505)

保険積立金 104,137

計
3,012,878

(2,210,000)

建物
  1,526,289千円

( 1,229,520千円)

機械及び装置
838,640

(838,640)

土地
534,806

(141,839)

保険積立金 104,137

計
3,003,874

(2,210,000)

建物
1,544,854千円

(1,243,373千円)

機械及び装置
825,429

(825,429)

土地
533,954

(141,196)

保険積立金 104,137

計
3,008,376

(2,210,000)

（　）内は内数で、工場財団を組成

しています。

（　）内は内数で、工場財団を組成

しています。

（　）内は内数で、工場財団を組成

しています。

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 115,000千円

１年以内返済予

定長期借入金
180,000

社債 400,000

長期借入金 2,415,000

計 3,110,000

短期借入金    115,000千円

１年以内返済予

定長期借入金
440,000

１年以内償還予

定社債
400,000

長期借入金 2,155,000

計 3,110,000

短期借入金  115,000千円

１年以内返済予

定長期借入金
100,000

社債 400,000

長期借入金 2,495,000

計 3,110,000

４．受取手形裏書譲渡高 45,354千円       37,419千円     246,934千円

※５．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、流動資産の「その他」に含め

て表示しています。

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」に含め

て表示しています。

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、流動資産の「その他」に含め

て表示しています。

　６．当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行３行と当座貸越契

約を締結しています。これら契約に

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。

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行３行と当座貸越契

約を締結しています。これら契約に

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。

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行３行と当座貸越契

約を締結しています。これら契約に

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。

当座貸越契約極度額の総額

 1,450百万円

借入実行残高 550

差引額 900

当座貸越契約極度額の総額

      1,450百万円

借入実行残高 550

差引額 900

当座貸越契約極度額の総額

 1,450百万円

借入実行残高 550

差引額 900

※７．会計期間末日満期手形の

会計処理

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

決済処理しています。

なお、当中間会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の中間期

間末日手形が、中間会計期間末残高

に含まれています。

 

受取手形 13,571千円 

支払手形 258,930

設備購入支払

手形
11,949

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

決済処理しています。

なお、当中間会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の中間期

間末日手形が、中間会計期間末残高

に含まれています。

 

受取手形      18,995千円 

支払手形 453,023

設備購入支払

手形
13,093

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

ています。

なお、当事業年度末日が金融機関の

休日であったため、次の期末日満期

手形が、当事業年度末残高に含まれ

ています。 

 

受取手形 21,340千円 

支払手形 568,443

設備購入支払

手形
9,420
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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．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 538千円    2,430千円    2,114千円

受取配当金 1,131 9,151 15,770

賃貸料収入 8,800 8,871 17,671

受取手数料 815 － 1,621

法人税等還付加算金 3,966 － 4,081

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 41,029千円       41,661千円       82,567千円

たな卸資産廃棄損 3,395 26,037 3,836

※３．特別利益のうち主要なもの

機械及び装置売却益 15,231千円       1,008千円   16,762千円

保険積立金解約益 10,139 3,164 10,139

※４．特別損失のうち主要なもの

機械及び装置売却損 970千円    262千円    970千円

建物除却損 207 － 11,705

機械及び装置除却損 7,231 2,837 8,282

投資有価証券評価損 861 － －

たな卸資産評価損 3,539 5,239 －

保険積立金解約損 2,102 － 2,102

特別退職慰労金 13,425 － 13,425

５．減価償却実施額

有形固定資産 196,934千円        210,883千円        397,627千円

無形固定資産 6,847 4,676 13,294
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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 4,605 － － 4,605

合計 4,605 － － 4,605

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 254 11 － 265

合計 254 11 － 265

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加11千株は、取締役会決議による自己株式の買付による増加です。

 

 ２．配当に関する事項

　　　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 54,395 12.50  平成18年３月31日  平成18年６月23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）

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 4,605 － － 4,605

合計 4,605 － － 4,605

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 265 50 － 315

合計 265 50 － 315

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加50千株は、取締役会決議による自己株式の買付による増加です。

 

 ２．配当に関する事項

　　　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21日

定時株主総会
普通株式 65,109 15.00  平成19年３月31日  平成19年６月22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 4,605 － － 4,605

合計 4,605 － － 4,605

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 254 31 20 265

合計 254  31 20 265

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加31千株は、取締役会決議による自己株式の買付による増加です。

　　　 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少20千株は、ストック・オプションの行使による減少です。

 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 54,395 12.50  平成18年３月31日  平成18年６月23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）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成19年６月21日

定時株主総会
普通株式 65,109 15.00  平成19年３月31日  平成19年６月22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）

※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）

 （千円）

現金及び預金勘定 2,702,739

現金及び現金同等物 2,702,739

 （千円）

現金及び預金勘定 2,484,822

現金及び現金同等物 2,484,822

 （千円）

現金及び預金勘定 2,795,087

現金及び現金同等物 2,795,087

（リース取引関係）

該当事項はありません。
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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)

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 18,085 20,574 2,488

合計 18,085 20,574 2,488

　（注）その他有価証券で時価のある株式の減損に当たっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50%以上下

落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮し

て必要と認められた額について減損処理を行っています。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 74,300

　非上場外国株式 140,572

子会社株式  

　非上場株式 5,788

当中間会計期間末(平成19年９月30日現在)

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

当中間会計期間末（平成19年９月30日現在）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 167,017 572,227 405,209

合計 167,017 572,227 405,209

　（注）その他有価証券で時価のある株式の減損に当たっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50%以上下

落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮し

て必要と認められた額について減損処理を行っています。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
当中間会計期間末（平成19年９月30日現在）

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 63,500

子会社株式  

　非上場株式 5,788
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前事業年度末(平成19年３月31日現在)

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前事業年度末（平成19年３月31日現在）

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 19,348 27,071 7,722

合計 19,348 27,071 7,722

　（注）その他有価証券で時価のある株式の減損に当たっては、会計年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落し

た場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必

要と認められた額について減損処理を行っています。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前事業年度末（平成19年３月31日現在）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 74,300

　非上場外国株式 146,400

子会社株式  

非上場株式 5,788

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間末　（平成18年９月30日現在）

当社のデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため該当事項はありません。

当中間会計期間末　（平成19年９月30日現在）

当社のデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため該当事項はありません。

前事業年度末　　　（平成19年３月31日現在）

当社のデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため該当事項はありません。

（持分法損益等）

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 882.65円

１株当たり中間純利益金

額
32.91円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
32.90円

１株当たり純資産額 994.27円

１株当たり中間純利益金

額
28.01円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
 －円

１株当たり純資産額 920.48円

１株当たり当期純利益金

額
 69.79円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
 －円

　（注）１．当中間会計期間及び前事業年度における潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、希

薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。

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）純利益金額の算定上の基礎

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）純利益金額（千円) 143,062 120,942 302,798

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）
143,062 120,942 302,798

期中平均株式数（千株） 4,346 4,317 4,338

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） 1 － －

（うち新株予約権） (1) (－) (－) 

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

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要

───── 新株予約権方式によるス

トック・オプション（新

株予約権183個）

新株予約権方式によるス

トック・オプション（新

株予約権193個）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．その他
販売の状況 

 （千円未満切捨て）

分野

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

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

家電 675,417 12.2 1,779,980 34.4 1,902,906 16.5

エレクトロニクス 4,203,296 76.1 2,604,096 50.3 8,274,078 72.0

自動車 420,314 7.6 519,501 10.1 834,506 7.3

その他 227,027 4.1 270,060 5.2 478,704 4.2

合計 5,526,056 100.0 5,173,638 100.0 11,490,197 100.0

　（注）　各分野別売上高には、「金型・その他」の売上高が含まれています。
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