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(百万円未満切捨て) 
１．19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

(1) 連結経営成績                                 (％表示は対前年中間期増減率) 

 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
19年９月中間期 4,407 (  △2.6) △30 (     ─) △6 (     ─) △55 (     ─) 

18年９月中間期 4,525 (  △5.0) △7 (     ─) 31 ( △74.2) △376 (     ─) 

19年３月期 9,247 (  △6.2) △31 (     ─) 14 ( △91.1) △478 (     ─) 
 
 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 △8    15 ─ 

18年９月中間期 △54    83 ─ 

19年３月期 △69    78 ─ 

(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 9,525 6,289 65.2 905 65 

18年９月中間期 9,520 6,480 67.2 933 08 

19年３月期 9,195 6,398 68.7 920 59 

(参考) 自己資本  19年９月中間期 6,211百万円  18年９月中間期 6,400百万円  19年３月期 6,314百万円 
 
(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 △14 479 1,053 

18年９月中間期 49 △158 △142 579 

19年３月期 198 △211 △259 565 
 
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 ─ 10   00 10   00 

20年３月期 ─  

20年３月期(予想)  ─ 
0   00 

 
３．20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

(％表示は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭 
通 期 9,159 ( △1.0) △21 (    ─) 14 (   3.0) △24 (    ─) △3  56 
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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・手段・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、17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（会計方針の変更）」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  7,300,000株   18年９月中間期  7,300,000株   19年３月期  7,300,000株 

  ②期末自己株式数 

    19年９月中間期   441,460株   18年９月中間期   440,680株   19年３月期   440,680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、22ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

 

 

(参考)個別業績の概要 

１．19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

(1) 個別経営成績                                 (％表示は対前年中間期増減率) 

 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
19年９月中間期 4,286 (  △4.3) △23 (     ─) △1 (     ─) △27 (     ─) 

18年９月中間期 4,479 (  △5.0) △14 (     ─) 30 ( △65.8) △398 (     ─) 

19年３月期 9,063 (  △5.7) △76 (     ─) △23 (     ─) △588 (     ─) 
 
 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 △4    03 ─ 

18年９月中間期 △58    06 ─ 

19年３月期 △85    81 ─ 
 
(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 9,363 6,204 66.3 904 65 

18年９月中間期 9,351 6,529 69.8 951 95 

19年３月期 9,027 6,321 70.0 921 63 

(参考) 自己資本  19年９月中間期 6,204百万円  18年９月中間期 6,529百万円  19年３月期 6,321百万円 

 

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 9,014 ( △0.5) 5 (    ─) 34 (    ─) 3 (    ─) 0  46 

 

※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あたっての注意事項等につきましては、３ページ「1. 経営成績（1）経営成績に

関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績 
 
 (1) 経営成績に関する分析 

   当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の上昇による原材料価格高騰など懸念材料はあるものの、

企業収益の改善を背景に設備投資が高水準で推移したほか、個人消費も底堅く、総じて景気は回復基調を持続し

ました。一方では米国でのサブプライムローン問題に端を発した世界的金融不安は、株価の下落や為替の乱高下

を引き起こし、世界経済に動揺を与えました。金融緩和政策により落ち着きを取り戻しつつあるものの、依然と

して景気の先行き不安はあとを絶たないものと考えられます。 

   このような状況のもと、自動車メーカーによる国内での自動車販売が低迷したこと及び住宅関連部材の需要の

落ち込み等により、当社グループの業績は厳しいものとなりました。また、価格競争による販売価格の下落など

から売上高を増加させることが難しい状況でもあり、各分野において営業力強化によるシェア拡大を図るなど積

極的な事業活動を展開してまいりましたが、売上高は44億７百万円（前年同期比2.6％減）となりました。 

   利益に関しましては，原油価格の上昇による原材料費の増加、また、滋賀事業本部における産業資材関連の有

形固定資産の減損処理及び繰延税金資産の取崩しを行なったことから、経常損失が６百万円（前年同期は31百万

円の経常利益）、中間純損失が55百万円（前年同期は３億76百万円の中間純損失）となりました。 

   個別業績につきましては、売上高は42億86百万円（前年同期比4.3％減）、経常損失は１百万円（前年同期は30

百万円の経常利益）、中間純損失は27百万円（前年同期は３億98百万円の中間純損失）となりました。 

 

  ②所在地別セグメントの状況 

  ○日本 

  ［自動車用品］ 

   自動車用品関連につきましては、ＯＥＭ純正フロアーマットの売上は既存車種用に関しましては苦戦しました。

他方、新規車種用ＯＥＭ純正フロアーマットの商権獲得が売上増に貢献したことから、全体として売上は堅調に

推移しました。 

   一般市販用フロアーマットではホームセンター等への新規販路の獲得など、当社のオリジナル･フロアーマッ

トの安定的な供給を求めるユーザーも確保し、堅調に推移しました。 

   原油高による原材料価格の上昇や自動車メーカーの国内での自動車販売の不振が当社の売上実績に直結する

ところは否めないことから、海外子会社の生産増強を図り、低コストによる製品提供と営業力強化によるシェア

拡大に注力し、当部門の売上は全体としては堅調に推移しましたが事業環境は厳しい状態であります。 

  ［産業資材］ 

   産業資材関連では、上半期においては長雨、夏日の遅れなど天候不順に見舞われた影響を受けエアコン用ダク

トの販売が低調だったことに加え、建築基準法の改定により住宅着工件数が減少したことも影響し、住宅関連用

部材の売上が減少しました。 

   鋼製家具関連部材、家電製品部材につきましても売上が総じて低調であったため全体として当部門の売上は減

少しました。 

  ［ストランデックス］ 

   ストランデックス合成木材につきましては、公共施設等に設置されるベンチ部材などの売上が好調でありまし

た。しかしながらエクステリア関連部材の売上が減少したことなどにより、全体として売上は微減となりました。 

   以上、このような業況から当中間連結会計期間における日本国内の売上高は42億86百万円（前年同期比4.3％

減）、営業損失は24百万円（前年同期は15百万円の営業損失）となりました。 

 

  ○東南アジア 

   当中間連結会計期間における東南アジアの売上高は12億89百万円（前年同期比7.3％増）、営業損失は17百万円

（前年同期は38百万円の営業損失）となりました。 
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  ④通期の見通し 

   今後の見通しにつきましては、国内景気は民需主導で回復傾向を持続できると思われるものの、一方では原油

価格の上昇及び米国経済の減速などが懸念され、これらが日本経済においても景気に陰りを与えることが予想さ

れます。 

   通期業績につきましては、引き続き国内では自動車の販売及び住宅関連部材の需要は低迷するものと考えられ

ることから、当社グループの売上は、連結・個別ともに厳しいものと予想されます。利益面につきましては、原

油高に伴う原材料価格の上昇が予想されます。 

   これらの要因から連結業績につきましては、売上高91億59百万円、営業損失21百万円、経常利益14百万円、当

期純損失24百万円を予想しております。また、個別業績につきましては、売上高90億14百万円、営業利益５百万

円、経常利益34百万円、当期純利益３百万円を予想しております。 

 

 (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合計は、95億25百万円と前連結会計年度末と比べ３億30百万円の増加となりまし

た。 

  （流動資産） 

   流動資産は、長期借入金による資金調達を行なったため現金・預金が増加したこと、また、売上高の減少によ

り売上債権が減少したことが主な増減要因であり、53億49百万円と前連結会計年度末と比べ４億54百万円の増加

となりました。 

  （固定資産） 

   固定資産は、通常の減価償却及び滋賀事業本部における産業資材関連の有形固定資産の減損処理（16百万円）

による減少が主な要因となり、41億76百万円と前連結会計年度末と比べ１億24百万円の減少となりました。 

  ＜負債の部＞ 

   当中間連結会計期間末の負債合計は、32億35百万円と前連結会計年度末と比べ４億38万円の増加となりました。 

  （流動負債） 

   流動負債は、売上高の減少に伴い仕入債務が減少した一方で、長期借入金による資金調達を行なったことに伴

う一年以内返済予定の長期借入金の増加が主な要因となり、21億64百万円と前連結会計年度末と比べ50百万円の

増加となりました。 

  （固定負債） 

   固定負債は、長期借入金による資金調達を行なったことが主な要因となり、10億71百万円と前連結会計年度末

と比べ３億88百万円の増加となりました。 

  ＜純資産の部＞ 

   当中間連結会計期間末の純資産合計は、62億89百万円と前連結会計年度末と比べ１億８百万円の減少となりま

した。 

 

 ②キャッシュ・フローの状況 

   当中間連結会計期間末における連結ベースでの現金及び現金同等物は10億53百万円と前連結会計年度末と比

べ４億87百万円の増加となりました。 

  （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ける営業活動による資金の収入は18百万円となり、前中間連結会計期間と比べ31百万

円の収入減少となりました。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   前中間連結会計期間においては、設備投資が１億42百万円ありましたが、当中間連結会計期間にあっては41百

万円と減少したため、当中間連結会計期間における投資活動による資金の支出は14百万円となり、前中間連結会

計期間と比べ１億44百万円の支出減少となりました。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   長期借入金による資金調達を行なったことが主な増加要因となり、当中間連結会計期間における財務活動によ

る資金の収入は４億79百万円となり、前中間連結会計期間と比べ６億22百万円の収入増加となりました。 
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 (3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

   当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題と認識し、利益配分につきましては積極的

な事業展開及び財務体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、株主資本の充実と同利益の向上に努め、株主の

皆様に対して安定的な配当の継続を行うことを基本としております。 

   当期の配当につきましては、非常に厳しい経営状態であることから、基本的には無配とさせていただきます。

しかしながら業績予想につきましては、現時点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

要因に係る仮定を前提としていることから、今後様々な要因により変動する可能性があります。したがいまして、

実際の業績によっては再度検討しなければならないものと考えております。 
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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、当社及び子会社３社で構成され、合成樹脂各種成形品の製造及び

販売を行っております。 

 当社グループの事業形態は、国内では、当社が車輌用フロアーマット、産業用各部材、ストランデックス合成木

材の製造販売及び風呂蓋等・オフィスチェアー等の販売を行い、海外では、楠泰塑膠(股)が車輌用フロアーマット、

産業用各部材、風呂蓋等の製造（当社委託生産を含む）及び販売を行うとともに、オフィスチェアー等の受託買付

を当社のために行い、また永大化工ベトナム会社が、車輌用フロアーマット、産業用各部材、風呂蓋等の製造（当

社委託生産を含む）及び販売を、永代化工（上海）有限公司が、産業用各部材の製造（当社委託生産を含む）及び

販売を各々行っております。 

 当社、楠泰塑膠(股)、永大化工ベトナム会社及び永代化工（上海）有限公司の主な事業内容と当該事業における位

置付け、及び事業の種類別セグメントとの関連は、おおむね次のとおりであります。 

○ 押出成形事業 
自動車用品及び 

産業資材 

………当社は、一部原材料及び製品を楠泰塑膠(股)、永大化工ベトナム会社から仕入れ、製品を

製造販売しております。楠泰塑膠(股)においては、原材料を当社他から仕入れ、製品を製

造し当社と永大化工ベトナム会社他へ販売しております。 

永大化工ベトナム会社においては、原材料を当社、楠泰塑膠(股)他から仕入れ、製品を当

社と楠泰塑膠(股)他へ製造販売しております。また一部の製品については、楠泰塑膠(股)か

ら仕入れております。 

永代化工（上海）有限公司においては、原材料を当社、楠泰塑膠(股)他から仕入れ、製品

を当社他へ製造販売しております。 

ストランデックス ………当社が製品を製造販売する他、楠泰塑膠(股)、永大化工ベトナム会社においても当社他に

製品を製造販売しております。 

 
○ その他事業 

産業資材及び 

ストランデックス 

………当社が商品を販売する他、楠泰塑膠(股)においても商品を当社他に販売しております。 

 
【事業系統図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 永代化工 
(上海)有限公司 

連結子会社 

連結子会社 連結子会社 

楠 泰 塑 膠 (股) 永大化工ベトナム会社 

得         意         先 

当      社 

押出成形事業 その他事業 

製品の流れ 商品の流れ 原材料の流れ 
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３．経営方針 
 (1) 「会社の経営の基本方針」「目標とする経営指標」「中長期的な会社の経営戦略」「会社の対処すべき課題」に

ついては、平成18年11月14日に開示した「平成19年３月期中間決算短信」により開示を行った内容から重要な

変更がないため開示を省略しております。 

   当該開示資料は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ） 

    http://www.eidaikako.co.jp/ 

  （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

    http://jds.jasdaq.jp/tekiji/ 

 

 (2) 「内部管理体制の整備・運用状況」につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制

システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおりであります。
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４ 中間連結財務諸表等 

(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   516,277   988,801   500,650  

２ 受取手形及び売掛金   2,775,196   2,467,884   2,636,128  

３ 有価証券   63,057   64,664   64,898  

４ たな卸資産   1,469,616   1,621,109   1,497,771  

５ 繰延税金資産   53,032   ─   ─  

６ その他の流動資産   198,731   210,632   199,058  

７ 貸倒引当金   △3,689   △3,663   △3,790  

流動資産合計   5,072,224 53.3  5,349,429 56.2  4,894,717 53.2 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産           

１ 建物及び構築物  3,153,276   3,191,320   3,170,597   

減価償却累計額  1,595,845   1,718,268   1,658,705   

減損損失累計額  61,105 1,496,325  70,832 1,402,218  61,105 1,450,786  

２ 機械装置 
  及び運搬具 

 3,044,153   3,167,604   3,149,014   

減価償却累計額  2,198,947   2,385,101   2,327,376   

減損損失累計額  216,624 628,582  229,564 552,939  220,434 601,203  

３ 工具、器具 
  及び備品  561,299   548,233   537,034   

減価償却累計額  493,672   492,398   476,717   

減損損失累計額  6,110 61,517  7,591 48,242  6,266 54,051  

４ 土地   1,595,263   1,595,263   1,595,263  

５ 建設仮勘定   3,901   36,489   20,318  

有形固定資産合計   3,785,590 39.7  3,635,153 38.1  3,721,623 40.5 

(2) 無形固定資産   28,309 0.3  7,658 0.1  15,043 0.2 

(3) 投資その他の資産           

１ 投資有価証券   322,652   242,966   249,638  

２ その他の 
  投資その他の資産 

  312,198   292,622   316,629  

３ 貸倒引当金   △106   △2,251   △2,251  

投資その他の資産 
合計 

  634,743 6.7  533,336 5.6  564,015 6.1 

固定資産合計   4,448,643 46.7  4,176,148 43.8  4,300,682 46.8 

資産合計   9,520,867 100.0  9,525,577 100.0  9,195,399 100.0 
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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   1,794,828   1,626,102   1,678,741  

２ 短期借入金   72,570   24,375   34,675  

３ 一年以内返済予定の 
  長期借入金   102,412   193,876   59,912  

４ 未払法人税等   7,268   8,301   528  

５ 賞与引当金   55,061   42,518   63,045  

６ その他の流動負債   298,161   269,736   277,564  

流動負債合計   2,330,300 24.4  2,164,910 22.7  2,114,466 23.0 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金   165,198   561,272   135,242  

２ 繰延税金負債   77,666   71,886   74,722  

３ 再評価に係る 
  繰延税金負債   389,419   389,419   389,419  

４ 役員退職慰労引当金   74,375   42,264   79,320  

５ その他の引当金   3,350   4,619   3,931  

６ その他の固定負債   ─   1,557   ─  

固定負債合計   710,010 7.5  1,071,018 11.3  682,636 7.4 

負債合計   3,040,310 31.9  3,235,928 34.0  2,797,102 30.4 
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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 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   1,241,700 13.0  1,241,700 13.0  1,241,700 13.5 

２ 資本剰余金   1,203,754 12.7  1,203,754 12.7  1,203,754 13.1 

３ 利益剰余金   4,191,109 44.0  3,964,086 41.6  4,088,607 44.5 

４ 自己株式   △171,393 △1.8  △171,637 △1.8  △171,393 △1.9 

株主資本合計   6,465,169 67.9  6,237,903 65.5  6,362,667 69.2 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金   25,414   5,417   10,717  

２ 繰延ヘッジ損益   41,409   23,094   38,488  

３ 土地再評価差額金   △9,670   △9,670   △9,670  

４ 為替換算調整勘定   △122,044   △45,319   △87,566  

評価・換算差額等 
合計 

  △64,890 △0.7  △26,477 △0.3  △48,030 △0.5 

Ⅲ 少数株主持分   80,277 0.9  78,223 0.8  83,659 0.9 

純資産合計   6,480,556 68.1  6,289,649 66.0  6,398,296 69.6 

負債純資産合計   9,520,867 100.0  9,525,577 100.0  9,195,399 100.0 
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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   4,525,284 100.0  4,407,534 100.0  9,247,738 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,733,744 82.5  3,642,308 82.6  7,655,007 82.8 

売上総利益   791,540 17.5  765,226 17.4  1,592,731 17.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   798,779 17.7  795,819 18.1  1,624,422 17.5 

営業損失(△)   △7,238 △0.2  △30,593 △0.7  △31,690 △0.3 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  1,998   2,353   3,716   

２ 受取配当金  1,899   1,841   3,218   

３ 為替差益  25,195   2,834   9,760   

４ 投資有価証券運用益  2,257   3,406   12,722   

５ その他  11,676 43,027 1.0 16,404 26,841 0.6 27,369 56,787 0.6 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  1,806   1,720   3,333   

２ 賃貸資産維持費  313   154   557   

３ 売上割引  1,914   982   3,422   

４ その他  426 4,460 0.1 60 2,918 0.1 3,464 10,778 0.1 

経常利益又は 
経常損失(△) 

  31,329 0.7  △6,669 △0.2  14,318 0.2 

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益  2,587   ─   2,817   

２ 貸倒引当金戻入益  260 2,847 0.0 180 180 0.0 ─ 2,817 0.0 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産処分損  2,322   497   2,848   

２ 減損損失  332,870   16,385   336,836   

３ 災害損失  13,566   ─   13,566   

４ 投資有価証券評価損  ─   6,498   ─   

５ その他  ─ 348,759 7.7 ─ 23,381 0.5 2,145 355,395 3.9 

税金等調整前中間 
(当期)純損失(△) 

  △314,582 △7.0  △29,870 △0.7  △338,259 △3.7 

法人税、住民税 
及び事業税  5,940   2,806   16,535   

法人税等調整額  52,877 58,817 1.3 21,992 24,799 0.6 118,925 135,461 1.5 

少数株主利益   2,718 0.0  1,257 0.0  4,899 0.0 

中間(当期)純損失(△)   △376,118 △8.3  △55,927 △1.3  △478,620 △5.2 
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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) 1,241,700 1,203,754 4,681,403 △171,393 6,955,463 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当   △108,175  △108,175 

 役員賞与   △6,000  △6,000 

 中間純損失   △376,118  △376,118 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

─ ─ △490,294 ─ △490,294 

平成18年９月30日残高(千円) 1,241,700 1,203,754 4,191,109 △171,393 6,465,169 

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 28,883 ─ △9,670 △101,019 △81,805 78,877 6,952,536 

中間連結会計期間中の変動額        

 剰余金の配当       △108,175 

 役員賞与       △6,000 

 中間純損失       △376,118 

 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) △3,469 41,409 ─ △21,025 16,915 1,399 18,315 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △3,469 41,409 ─ △21,025 16,915 1,399 △471,979 

平成18年９月30日残高(千円) 25,414 41,409 △9,670 △122,044 △64,890 80,277 6,480,556 
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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) 1,241,700 1,203,754 4,088,607 △171,393 6,362,667 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当   △68,593  △68,593 

 中間純損失   △55,927  △55,927 

 自己株式の取得    △243 △243 

 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) 

  △124,520 △243 △124,764 

平成19年９月30日残高(千円) 1,241,700 1,203,754 3,964,086 △171,637 6,237,903 

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 10,717 38,488 △9,670 △87,566 △48,030 83,659 6,398,296 

中間連結会計期間中の変動額        

 剰余金の配当       △68,593 

 中間純損失       △55,927 

 自己株式の取得       △243 

 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) △5,299 △15,394  42,246 21,552 △5,435 16,116 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △5,299 △15,394 ─ 42,246 21,552 △5,435 △108,647 

平成19年９月30日残高(千円) 5,417 23,094 △9,670 △45,319 △26,477 78,223 6,289,649 
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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) 
 

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) 1,241,700 1,203,754 4,681,403 △171,393 6,955,463 

連結会計年度中の変動額      

 剰余金の配当 (注)   △108,175  △108,175 

 役員賞与 (注)   △6,000  △6,000 

 当期純損失   △478,620  △478,620 

 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) ─ ─ △592,796 ─ △592,796 

平成19年３月31日残高(千円) 1,241,700 1,203,754 4,088,607 △171,393 6,362,667 

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 28,883 ─ △9,670 △101,019 △81,805 78,877 6,952,536 

連結会計年度中の変動額        

 剰余金の配当 (注)       △108,175 

 役員賞与 (注)       △6,000 

 当期純損失       △478,620 

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) △18,166 38,488 ─ 13,452 33,775 4,781 38,557 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) △18,166 38,488 ─ 13,452 33,775 4,781 △554,239 

平成19年３月31日残高(千円) 10,717 38,488 △9,670 △87,566 △48,030 83,659 6,398,296 

(注) 平成18年６月29日の定時株主総会におけ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 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー     

１ 税金等調整前中間(当期) 
純損失(△)  △314,582 △29,870 △338,259 

２ 減価償却費  171,094 151,433 331,426 

３ 長期前払費用償却費  4,318 1,460 5,779 

４ のれん償却額  13,227 ─ 26,454 

５ 減損損失  332,870 16,385 336,836 

６ 賞与引当金の増減額 
  (減少：△)  △8,475 △20,598 △543 

７ 役員退職慰労引当金の 
  増減額(減少：△)  △86,537 △37,056 △81,591 

８ 貸倒引当金の増減額 
  (減少：△)  1,347 △180 3,562 

９ 受取利息及び受取配当金  △3,898 △4,195 △6,934 

10 支払利息  1,806 1,720 3,333 

11 為替差損益(差益：△)  △125 3,055 △732 

12 投資有価証券運用益  △2,257 ─ △12,722 

13 投資有価証券運用損  ─ 6,498 ─ 

14 有形固定資産売却益  △2,587 ─ △2,817 

15 有形固定資産売却損  60 211 655 

16 有形固定資産除却損  2,261 286 2,192 

17 売上債権の増減額 
  (増加：△)  163,665 181,300 315,110 

18 たな卸資産の増減額 
  (増加：△)  △45,322 △108,934 △59,559 

19 仕入債務の増減額 
  (減少：△)  △79,370 △68,355 △188,017 

20 未払消費税等の増減額 
  (減少：△)  1,213 △7,258 3,482 

21 その他資産の増減額 
  (増加：△)  △30,942 △17,689 15,441 

22 その他負債の増減額 
  (減少：△)  △77,566 △46,601 △138,514 

23 その他の営業外損益等  1,379 2,910 4,452 

24 役員賞与の支払額  △6,000 ─ △6,000 

小計  35,577 24,521 213,032 

25 利息及び配当金の受取額  6,063 778 11,201 

26 利息の支払額  △3,932 △3,000 △4,008 

27 法人税等の支払額・還付額 
  (総額)  12,084 △3,795 △21,907 

営業活動による 
キャッシュ・フロー  49,792 18,505 198,318 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー     

１ 有形固定資産 
の取得による支出  △142,668 △41,561 △251,054 

２ 有形固定資産 
の売却による収入  606 206 3,392 

３ 投資有価証券 
の取得による支出  △62,218 △2,669 △124,992 

４ 投資有価証券 
の売却による収入  51,062 ─ 170,102 

５ 連結子会社株式の追加取得 
  による支出  ─ ─ △730 

６ その他  △5,482 29,700 △8,647 

投資活動による 
キャッシュ・フロー  △158,699 △14,324 △211,928 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー     

１ 短期借入金の増減額 
(減少：△)  40,710 △11,250 1,825 

２ 長期借入による収入  ─ 600,000 ─ 

３ 長期借入金の 
返済による支出  △79,956 △40,006 △152,412 

４ 自己株式の取得による支出  ─ △243 ─ 

５ 配当金の支払額  △102,889 △68,593 △108,831 

財務活動による 
キャッシュ・フロー  △142,135 479,907 △259,418 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額  △2,641 3,829 5,558 

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額(減少：△)  △253,683 487,917 △267,470 

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高  833,019 565,548 833,019 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高  579,335 1,053,465 565,548 
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

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) 

重要な減価償却資産の減価償却方法 
 ① 有形固定資産 
    当社は定率法、連結子会社

は定額法を採用しておりま
す。 

    ただし、当社は、平成10年
４月１日以降取得した建物
(建物附属設備は除く)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。 

建物及び 
構築物 ７～50年

機械装置 
及び運搬具 ２～８年

工具、器具 
及び備品 ２～10年

 

重要な減価償却資産の減価償却方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

重要な減価償却資産の減価償却方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

 （会計方針の変更） 
 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、当
中間連結会計期間から、平成19年４
月１日以降に取得したものについて
は、改正後の法人税法に基づく方法
に変更しております。 
 これによる損益に与える影響は軽
微であります。 
（追加情報） 
 当中間連結会計期間から、平成19
年３月31日以前に取得したものにつ
いては、償却可能限度額まで償却が
終了した翌年から５年間で均等償却
する方法によっております。 
 これにより売上総利益が4,632千
円減少しており、営業損失、経常損
失、税金等調整前中間純損失及び中
間純損失が6,682千円それぞれ増加
しております。 

 

 ② 無形固定資産 
定額法によっております。 
ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内にお
ける利用可能期間(５年)に基
づく定額法によっておりま
す。 

 ② 無形固定資産 
同左 

 ② 無形固定資産 
同左 

 
 なお、上記以外は、最近の半期報告書（平成18年12月22日提出）における記載から重要な変更がないため、開示を
省略しております。 

 
（開示の省略） 

中間連結財務諸表に関する注記事項等は、開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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セグメント情報 

1. 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)  

押出成形事業 
(千円) 

その他事業 
(千円) 計(千円) 消去又は全社 

(千円) 連結(千円) 

   売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 4,427,256 98,027 4,525,284 ─ 4,525,284 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 ─ ─ ─ (─) ─ 

計 4,427,256 98,027 4,525,284 (─) 4,525,284 

   営業費用 4,448,779 83,743 4,532,523 (─) 4,532,523 

   営業利益又は 
   営業損失(△) △21,522 14,284 △7,238 (─) △7,238 

(注) １ 事業区分の方法 

  当社の事業区分の方法は、原材料及び製造方法の類似性を考慮して、合成樹脂を中心とする各分野向製

品の押出成形とその他とに区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

事業区分 売上区分 主要製品 

自動車用品 自動車用フロアーマット 

産業資材 
エアコンダクト、家庭冷蔵庫用部材、事務デスク用部材、プ
ラスチック竹パネル、プラスチックマグネット、住宅用内装
材、風呂蓋、マガジンスティック、端子台用カバー 

押出成形事業 

ストランデックス ストランデックス合成木材 

その他事業 産業資材 乾燥機用スタンド、オフィスチェアー 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた、配賦不能営業費用はありません。 

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

 全セグメントの売上高の合計、営業損失の合計額に占める押出成形事業の割合が、いずれも90％を

超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
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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)  

押出成形事業 
(千円) 

その他事業 
(千円) 計(千円) 消去又は全社 

(千円) 連結(千円) 

   売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 8,987,497 260,241 9,247,738 ─ 9,247,738 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 ─ ─ ─ (─) ─ 

計 8,987,497 260,241 9,247,738 (─) 9,247,738 

   営業費用 9,044,866 234,563 9,279,429 (─) 9,279,429 

   営業利益 
   又は営業損失(△) △57,368 25,678 △31,690 (─) △31,690 

(注) １ 事業区分の方法 

  当社の事業区分の方法は、原材料及び製造方法の類似性を考慮して、合成樹脂を中心とする各分野向製

品の押出成形とその他とに区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

事業区分 売上区分 主要製品 

自動車用品 自動車用フロアーマット 

産業資材 
エアコンダクト、家庭冷蔵庫用部材、事務デスク用部材、プ
ラスチック竹パネル、プラスチックマグネット、住宅用内装
材、風呂蓋、マガジンスティック、端子台用カバー 

押出成形事業 

ストランデックス ストランデックス合成木材 

その他事業 産業資材 乾燥機用スタンド、オフィスチェアー 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた、配賦不能営業費用はありません。 
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2. 所在地別セグメント情報 
 

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

日本(千円) 東南アジア 
(千円) 計(千円) 消去又は全社 

(千円) 連結(千円) 

   売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 4,351,991 173,293 4,525,284 ─ 4,525,284 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 127,124 1,028,940 1,156,064 (1,156,064) ─ 

計 4,479,115 1,202,233 5,681,349 (1,156,064) 4,525,284 

   営業費用 4,494,594 1,240,804 5,735,399 (1,202,876) 4,532,523 

   営業損失 △15,478 △38,571 △54,050 46,811 △7,238 

(注) １ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた、配賦不能営業費用はありません。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

   東南アジア………台湾・ベトナム・中国 

 
 

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

日本(千円) 東南アジア 
(千円) 計(千円) 消去又は全社 

(千円) 連結(千円) 

   売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 4,211,832 195,702 4,407,534 ─ 4,407,534 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 74,566 1,094,048 1,168,614 (1,168,614) ─ 

計 4,286,398 1,289,750 5,576,149 (1,168,614) 4,407,534 

   営業費用 4,310,558 1,307,018 5,617,577 (1,179,449) 4,438,127 

   営業損失 △24,159 △17,268 △41,428 10,835 △30,593 

(注) １ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた、配賦不能営業費用はありません。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

   東南アジア………台湾・ベトナム・中国 
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前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)  

日本 
(千円) 

東南アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 8,897,072 354,578 9,251,650 (3,911) 9,247,738 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 166,189 2,079,122 2,245,311 (2,245,311) ─ 

計 9,063,261 2,433,701 11,496,962 (2,249,223) 9,247,738 

営業費用 9,140,169 2,440,745 11,580,915 (2,301,485) 9,279,429 

営業損失 △76,908 △7,044 △83,953 52,262 △31,690 

(注) １ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた、配賦不能営業費用はありません。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

   東南アジア………台湾・ベトナム・中国 

 
3. 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)、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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
 

（開示の省略） 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記

事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略し

ております。 
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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 933円08銭 905円65銭 920円59銭 

１株当たり中間(当期)
純損失 54円83銭 8円15銭 69円78銭 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益 

 なお、潜在株式調整後１
株当たり中間純利益につい
ては、１株当たり中間純損
失であるため記載しており
ません。 

同左  なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益につい
ては、１株当たり当期純損
失であるため記載しており
ません。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
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) 

中間連結貸借対照表の純資産の部
の合計額(千円) 6,480,556 6,289,649 6,398,296 

普通株式に係る純資産額(千円) 6,400,279 6,211,425 6,314,637 

差額の主な内訳(千円) 

 少数株主持分 80,277 78,223 83,659 

普通株式の発行済株式数(千株) 7,300 7,300 7,300 

普通株式の自己株式数(千株) 440 441 440 

１株当たり純資産額の算定に用い
られた普通株式の数(千株) 6,859 6,858 6,859 

 
２ １株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
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)純損失(千円) 376,118 55,927 478,620 

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)純損失
(千円) 376,118 55,927 478,620 

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,859 6,858 6,859 

潜在株式調整後１株当たり中間

(当期)純利益の算定に用いられた

普通株式増加数の内訳(株) 

 新株予約権 ─ ─ ─ 

普通株式増加数(株) ─ ─ ─ 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

平成17年６月29日株主総

会決議ストックオプショ

ン(新株予約権１種類 

新株予約権の数143個) 

平成17年６月29日株主総

会決議ストックオプショ

ン(新株予約権１種類 

新株予約権の数136個) 

平成17年６月29日株主総

会決議ストックオプショ

ン（新株予約権１種類新

株予約権の数139個） 

 
重要な後発事象 

   該当事項はありません。 
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５ 中間個別財務諸表等 

(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   427,460   779,846   338,636  

２ 受取手形   836,978   687,301   705,189  

３ 売掛金   1,821,645   1,615,162   2,014,996  

４ 有価証券   63,057   64,664   64,898  

５ たな卸資産   1,107,030   1,233,639   1,099,333  

６ その他   327,847   557,177   327,018  

７ 貸倒引当金   △1,990   △23,010   △32,830  

流動資産合計   4,582,030 49.0  4,914,782 52.5  4,517,243 50.0 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産           

１ 建物及び構築物  2,689,276   2,692,723   2,689,276   

減価償却累計額  1,380,924   1,465,213   1,424,684   

減損損失累計額  61,105 1,247,246  70,832 1,156,677  61,105 1,203,486  

２ 機械及び装置  2,485,496   2,485,609   2,486,256   

減価償却累計額  1,865,833   1,939,136   1,898,650   

減損損失累計額  151,089 468,574  151,972 394,501  151,089 436,516  

３ その他  478,832   444,394   441,438   

減価償却累計額  412,328   379,556   375,895   

減損損失累計額  3,667 62,836  8,802 56,035  3,667 61,876  

４ 土地   1,595,263   1,595,263   1,595,263  

５ 建設仮勘定   2,978   36,356   19,875  

有形固定資産合計   3,376,899 36.1  3,238,833 34.6  3,317,017 36.7 

(2) 無形固定資産   28,309 0.3  7,658 0.1  15,043 0.2 

(3) 投資その他の資産           

１ 関係会社出資金   468,442   409,526   409,526  

２ その他   896,378   795,266   770,696  

３ 貸倒引当金   △106   △2,251   △2,251  

投資その他の資産 
合計 

  1,364,713 14.6  1,202,540 12.8  1,177,971 13.1 

固定資産合計   4,769,922 51.0  4,449,033 47.5  4,510,032 50.0 

資産合計   9,351,953 100.0  9,363,815 100.0  9,027,276 100.0 

 



永大化工株式会社（７８７７） 平成20年３月期 中間決算短信 

- 24 - 

 

  
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   569,540   451,843   442,303  

２ 買掛金   1,104,766   1,144,972   1,204,583  

３ 一年以内返済予定の 
  長期借入金   102,412   193,876   59,912  

４ 未払法人税等   7,250   8,302   ─  

５ 賞与引当金   54,000   41,400   61,000  

６ その他   277,596   252,949   259,009  

流動負債合計   2,115,566 22.6  2,093,342 22.3  2,026,808 22.5 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金   165,198   561,272   135,242  

２ 繰延税金負債   77,666   71,356   74,722  

３ 再評価に係る 
  繰延税金負債   389,419   389,419   389,419  

４ 役員退職慰労引当金   74,375   42,264   79,320  

５ その他   ─   1,557   ─  

固定負債合計   706,659 7.6  1,065,870 11.4  678,704 7.5 

負債合計   2,822,225 30.2  3,159,212 33.7  2,705,513 30.0 

 



永大化工株式会社（７８７７） 平成20年３月期 中間決算短信 

- 25 - 

 

  
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 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   1,241,700 13.3  1,241,700 13.3  1,241,700 13.8 

２ 資本剰余金           

  資本準備金  1,203,754   1,203,754   1,203,754   

資本剰余金合計   1,203,754 12.8  1,203,754 12.8  1,203,754 13.3 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  167,250   167,250   167,250   

(2) その他利益剰余金           

固定資産圧縮 
積立金  75,767   65,604   70,071   

別途積立金  4,280,000   3,680,000   4,280,000   

繰越利益剰余金  △324,503   △910   △509,155   

利益剰余金合計   4,198,513 44.9  3,911,944 41.8  4,008,166 44.4 

４ 自己株式   △171,393 △1.8  △171,637 △1.8  △171,393 △1.9 

株主資本合計   6,472,574 69.2  6,185,761 66.1  6,282,226 69.6 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金   25,414   5,417   10,717  

２ 繰延ヘッジ損益   41,409   23,094   38,488  

３ 土地再評価差額金   △9,670   △9,670   △9,670  

評価・換算差額等 
合計 

  57,153 0.6  18,841 0.2  39,536 0.4 

純資産合計   6,529,728 69.8  6,204,602 66.3  6,321,762 70.0 

負債純資産合計   9,351,953 100.0  9,363,815 100.0  9,027,276 100.0 
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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   4,479,115 100.0  4,286,398 100.0  9,063,261 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,810,720 85.1  3,636,270 84.9  7,717,048 85.1 

売上総利益   668,395 14.9  650,128 15.1  1,346,212 14.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   683,284 15.2  674,126 15.7  1,422,832 15.7 

営業損失(△)   △14,888 △0.3  △23,997 △0.6  △76,620 △0.8 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  2,263   2,933   4,749   

２ その他  46,773 49,037 1.1 26,330 29,264 0.7 55,441 60,191 0.6 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  1,110   1,631   1,918   

２ その他  2,758 3,868 0.1 4,964 6,595 0.2 4,662 6,581 0.1 

経常利益又は 
経常損失(△) 

  30,280 0.7  △1,329 △0.1  △23,010 △0.3 

Ⅵ 特別利益   1,168 0.0  12,387 0.3  1,033 0.0 

Ⅶ 特別損失   383,448 8.6  23,353 0.5  445,983 4.9 

税引前中間(当期) 
純損失(△) 

  △352,000 △7.9  △12,295 △0.3  △467,959 △5.2 

法人税、住民税 
及び事業税  4,810   2,800   14,063   

法人税等調整額  41,439 46,249 1.0 12,533 15,333 0.3 106,574 120,637 1.3 

中間(当期)純損失(△)   △398,249 △8.9  △27,628 △0.6  △588,596 △6.5 
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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  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,241,700 1,203,754 1,203,754 

中間会計期間中の変動額    

 固定資産圧縮積立金の取崩    

 剰余金の配当    

 役員賞与    

 中間純損失    

 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) ─ ─ ─ 

平成18年９月30日残高(千円) 1,241,700 1,203,754 1,203,754 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 固定資産圧縮
積立金 

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(千円) 167,250 100,080 4,280,000 158,322 4,705,652 △171,393 6,979,713 

中間会計期間中の変動額        

 固定資産圧縮積立金の取崩  △24,313  24,313 ─  ─ 

 剰余金の配当    △102,889 △102,889  △102,889 

 役員賞与    △6,000 △6,000  △6,000 

 中間純損失    △398,249 △398,249  △398,249 

 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) ─ △24,313 ─ △482,825 △507,138 ─ △507,138 

平成18年９月30日残高(千円) 167,250 75,767 4,280,000 △324,503 4,198,513 △171,393 6,472,574 

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 28,883 ─ △9,670 19,213 6,998,926 

中間会計期間中の変動額      

 固定資産圧縮積立金の取崩     ─ 

 剰余金の配当     △102,889 

 役員賞与     △6,000 

 中間純損失     △398,249 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △3,469 41,409 ─ 37,940 37,940 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △3,469 41,409 ─ 37,940 △469,198 

平成18年９月30日残高(千円) 25,414 41,409 △9,670 57,153 6,529,728 
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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  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(千円) 1,241,700 1,203,754 1,203,754 

中間会計期間中の変動額    

 固定資産圧縮積立金の取崩    

 剰余金の配当    

 中間純損失    

 自己株式の取得    

 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) ─ ─ ─ 

平成19年９月30日残高(千円) 1,241,700 1,203,754 1,203,754 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 固定資産圧縮
積立金 

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(千円) 167,250 70,071 4,280,000 △509,155 4,008,166 △171,393 6,282,226 

中間会計期間中の変動額        

 固定資産圧縮積立金の取崩  △4,467  4,467 ─  ─ 

 剰余金の配当    △68,593 △68,593  △68,593 

 中間純損失    △27,628 △27,628  △27,628 

 自己株式の取得      △243 △243 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)   △600,000 600,000 ─   

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) ─ △4,467 △600,000 508,245 △96,222 △243 △96,465 

平成19年９月30日残高(千円) 167,250 65,604 3,680,000 △910 3,911,944 △171,637 6,185,761 

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

土地再評価 
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(千円) 10,717 38,488 △9,670 39,536 6,321,762 

中間会計期間中の変動額      

 固定資産圧縮積立金の取崩     ─ 

 剰余金の配当     △68,593 

 中間純損失     △27,628 

 自己株式の取得     △243 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △5,299 △15,394 ─ △20,694 △20,694 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △5,299 △15,394 ─ △20,694 △117,159 

平成19年９月30日残高(千円) 5,417 23,094 △9,670 18,841 6,204,602 
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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) 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,241,700 1,203,754 1,203,754 

事業年度中の変動額    

 固定資産圧縮積立金の取崩 (注)    

 剰余金の配当 (注)    

 役員賞与 (注)    

 当期純損失    

 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) ─ ─ ─ 

平成19年３月31日残高(千円) 1,241,700 1,203,754 1,203,754 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 固定資産圧縮
積立金 

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(千円) 167,250 100,080 4,280,000 158,322 4,705,652 △171,393 6,979,713 

事業年度中の変動額        

 固定資産圧縮積立金の取崩 (注)  △30,008  30,008 ─  ─ 

 剰余金の配当 (注)    △102,889 △102,889  △102,889 

 役員賞与 (注)    △6,000 △6,000  △6,000 

 当期純損失    △588,596 △588,596  △588,596 

 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) ─ △30,008 ─ △667,477 △697,486 ─ △697,486 

平成19年３月31日残高(千円) 167,250 70,071 4,280,000 △509,155 4,008,166 △171,393 6,282,226 

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 28,883 ─ △9,670 19,213 6,998,926 

事業年度中の変動額      

 固定資産圧縮積立金の取崩 (注)     ─ 

 剰余金の配当 (注)     △102,889 

 役員賞与 (注)     △6,000 

 当期純損失     △588,596 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △18,166 38,488 ─ 20,322 20,322 

事業年度中の変動額合計(千円) △18,166 38,488 ─ 20,322 △677,163 

平成19年３月31日残高(千円) 10,717 38,488 △9,670 39,536 6,321,762 

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


