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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 3,937 △1.0 87 △33.5 116 △22.9 41 △42.3

18年９月中間期 3,976 12.2 132 － 151 492.1 71 －

19年３月期 9,624 － 724 － 765 － 394 －

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 5 27 － －

18年９月中間期 8 97 － －

19年３月期 49 63 － －

（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 11,609 7,074 59.8 888 16

18年９月中間期 11,743 7,087 58.3 860 03

19年３月期 12,007 7,232 59.2 906 22

（参考）自己資本 19年９月中間期 6,945百万円 18年９月中間期 6,842百万円 19年３月期 7,110百万円

(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 △31 △207 △197 1,708

18年９月中間期 210 △94 △103 2,696

19年３月期 14 △410 △142 2,144

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 －  20 00 20 00

20年３月期 －  －   

20年３月期（予想） 　　 －　 20 00 20 00

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 10,404 8.1 803 10.8 843 10.2 489 24.1 62 53
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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、19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」をご覧下さい。

(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 8,320,320株 18年９月中間期 8,320,320株 19年３月期 8,320,320株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 500,148株 18年９月中間期 363,909株 19年３月期 473,530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、34ページ「１株当たり情報」

をご覧下さい。

（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 3,682 △2.3 64 △54.1 88 △44.2 43 △51.3

18年９月中間期 3,767 9.4 140 － 158 315.2 86 358.2

19年３月期 9,131 － 674 － 709 － 400 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 5 52

18年９月中間期 10 89

19年３月期 50 48

(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 10,651 6,831 64.1 873 51

18年９月中間期 10,957 6,735 61.5 846 56

19年３月期 11,354 6,992 61.6 891 08

（参考）自己資本 19年９月中間期 6,831百万円 18年９月中間期 6,735百万円 19年３月期 6,992百万円

２．平成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 9,640 5.6 677 0.3 715 0.8 424 5.8 54 22

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものです。実際の業績は、様々な要素によ

り、これらの業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。

　なお、詳細につきましては、３ページ「１．経営成績　(1)経営成績に関する分析」をご参照下さい。
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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、企業業績の好調に支えられ、景気回復期間は戦後最長となりました。

しかし、個人消費は住民税の負担増などから伸び悩み、また外需が米国経済のサブプライム問題等により不透明感を

増し,伸びが鈍化するなど、景気の回復テンポは緩やかなものとなりました。

　このような情勢下、当社グループを取り巻く環境も厳しいものがあり、積極的な営業活動を展開するとともに経営

全般の効率化に努めましたが、業績は全般に低水準に推移いたしました。

　売上高は3,937百万円(前年同期比1.0％減)にとどまり、利益面におきましても、営業利益87百万円(前年同期比

33.5％減)を計上することとなった他、経常利益116百万円 (前年同期比22.9%減）、当期純利益41百万円(前年同期

比42.3％減)となりました。

 

  各部門別の概況は以下のとおりであります。 

【産業用機械部門】 

  当社グループの主力部門である産業用機械部門は、部門売上高全体では3,564百万円(前年同期比3.1%減）でありま

した。この内、包装機646百万円（前年同期比76.6%増）が比較的好調でありました他、一連ラインは1,138百万円（前

年同期比2.3％減）とほぼ前年同期と同水準でありましたが、他の品目は製剤機265百万円（前年同期比27.2%減）充填

機434百万円（前年同期比32.9％減）、検査装置157百万円（前年同期比11.0％減）の売上にとどまりました。

【その他部門】

  その他部門のうち、前連結会計年度に５期振りに減収となった工業用ダイヤモンド部門は、当中間連結会計期間に

おいて再び増収に転じ、部門として266百万円(前年同期比21.1%増)を計上いたしました。主な内訳は人造ダイヤ126百

万円(前年同期比5.9%増)、原石97百万円(前年同期比34.9%増)であります。

  工業用ダイヤモンド部門以外の売上高は106百万円(前年同期比37.2%増)となりました。主たるものは坐薬用包装資

材の売上高36百万円(前年同期比21.2%減)であります。 

　当中間連結会計期間の販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

事　　業　　部　　門       金　　額　　    　(千円) 前年同期比  (％)

 産業機械部門           ３，５６４，１９２ ９６．９ 

 　　(一連ライン) (１，１３８，９００) (９７．７) 

     (製剤機) (２６５，７３７) (７２．８) 

     (充填機) (４３４，６４１) (６７．１) 

     (検査装置) (１５７，６６７) ( ８９．０) 

     (包装機) (６４６，０５０) (１７６．６) 

     (部品) (４８１，３３０) （　８９.０) 

     (改造・調整・修理) (４３９，８６６) (１０５．９) 

 その他                ３７３，０５４ １２５．３

 　　　　合　　　　　計            ３，９３７，２４６  　９９.０ 

 (注）１．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売

　　　　  実績に対する割合は次のとおりであります。

 

相手先 

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 

 金額　　　(千円) 割合　　　(％) 金額　　　(千円)  割合　　　(％) 

 鹿島株式会社 160 0.0 878,900    22.3 

 日本ビーシージー株式会社             454,216 11.4               22,340 0.6 

 　　２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。

 

　　　 　通期の見通しにつきましては、企業の設備投資は堅調に推移していくものと考えられるものの、米国経済の落

　　　 ち込みや企業収益の伸び悩みなど懸念材料もあり、予断は許されません。当社グループにおきましても、ユーロ

　　　 高傾向にある為替相場や原材料価格の高騰など厳しい環境が予想されますが、引続き仕入コストの低減を図ると

       ともに、経営全般の効率化を推進し、収益の向上に邁進する所存でございます。

　　　　 通期の業績につきましては、平成19年５月21日付の平成19年３月期決算短信におきまして公表いたしました業

       績予想の変更は行わず、下記のとおり予想しております。なお、当中間連結会計期間末における受注残高は、

　　　 5,861百万円であります。　　　　
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 ①平成20年３月期　連結業績見通し  

      　　   科　　　　　目 　　　  金　　　　額        前　期　比

 　　　　売　 　　上　　 　高 　　　　  １０，４０４   百万円      ８.１％増 

 　　 　 営　　業　　利　　益 ８０３   百万円           １０.８％増 

         経    常    利    益 ８４３   百万円           １０.２％増

         当   期   純  利  益 ４８９   百万円           ２４.１％増 

         １株当たり当期純利益                  ６２円５３銭　      　　＋１２円９０銭 

 

②平成20年３月期　個別業績見通し
 

科　　　　　目      金　　　　額            前　期　比 

        売　 　　上　　 　高  ９，６４０   百万円     ５．６％増 

        営　　業　　利　　益 ６７７   百万円            ０．３％増 

        経    常    利    益  ７１５   百万円            ０．８％増 

        当   期   純  利  益 ４２４   百万円            ５．８％増 

        １株当たり当期純利益                   ５４円２２銭      　　　＋３円７４銭 

 （注）1株当たり当期純利益は、当中間連結会計期間末の自己株式を除く発行済株式数7,820,172株により算出

　　　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

当中間連結会計期間末の資産、負債及び純資産につきましては、以下のとおり分析しております。

（ａ）流動資産

　当中間連結会計期間末の流動資産の残高は、７，５７９百万円（前中間連結会計期間末は７，７６５百万円）とな

り、１８６百万円減少しました。現金及び預金の減少９８７百万円（２，７７８百万円から１，７９０百万円）が主

な要因であります。

（ｂ）固定資産

　当中間連結会計期間末の固定資産の残高は、４，０２９百万円（前中間連結会計期間末は３，９７７百万円）とな

り、５２百万円増加しました。投資その他の資産のうち、投資有価証券の増加７１百万円（２，０９９百万円から

２，１７１百万円）が主な要因であります。これは、余裕資金の一部を公社債投資に充て、利息収入の増加を図るも

のであります。

（ｃ）流動負債

  当中間連結会計期間末の流動負債の残高は、３，５６２百万円（前中間連結会計期間末は３，７３４百万円）とな

り、１７２百万円減少しました。前受金の減少２７０百万円（９９６百万円から７２５百万円）が主な要因でありま

す。

（ｄ）固定負債

  当中間連結会計期間末の固定負債の残高は、９７２百万円（前中間連結会計期間末は９２１百万円）となり、５１

百万円増加しました。これは、前連結会計年度に関係会社株式買い増しを行い、これにより発生した負ののれん３８

百万円の計上が主な要因であります。

（ｅ）純資産

　当中間連結会計期間末の純資産の残高は、７，０７４百万円（前中間連結会計期間末は７，０８７百万円）となり、

１２百万円減少しました。

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、売上債権の減少６０７百万円、有

価証券の償還による収入４００百万円、前受金の増加２１５百万円、税金等調整前中間純利益１１６百万円（前年同

期比８５．０％減）等により増加したものの、有価証券の取得６００百万円、前渡金の増加４７９百万円、法人税等

の支払３０６百万円、仕入債務の減少１８８百万円等による減少もあり、当中間連結会計期間末には、１，７０８百

万円（前年同期比３６．６％減）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、使用した資金は、３１百万円となりました。

これは、売上債権の減少６０７百万円、前受金の増加２１５百万円、税金等調整前中間純利益１１６百万円等により

増加したものの、前渡金の増加４７９百万円、法人税等の支払３０６百万円、仕入債務の減少１８８百万円等により

減少したものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、使用した資金は、２０７百万円となりました。

これは、有価証券の償還による収入４００百万円等があったものの、有価証券の取得６００百万円等の支出によるも

のであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、使用した資金は、１９７百万円となりました。

これは、配当金の支払額１５７百万円等によるものであります。 

　

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期
平成20年3月

中間期

自己資本比率（％） 55.6 54.9 59.7 59.2 59.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
28.2 40.8 41.9 37.8 41.4

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
－ － － 868.1 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ 151.1 － 17.8 －

・自己資本比率：自己資本／総資産

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１） いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２） 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３） 平成17年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式を、１株を1.2株に分割いたしましたので、当該株式

　       分割の影響を加味した平成17年３月期期末の時価ベースの自己資本比率は、49.0%であります。

（注４） 平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式を、１株を1.2株に分割いたしましたので、当該株式

         分割の影響を加味した平成18年３月期期末の時価ベースの自己資本比率は、50.2%であります。

（注５） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注６） 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

（注７） 平成17年３月期末のキャッシュ・フロー対有利子負債比率は有利子負債が存在しないため、また平成16年３月期末、平成18年３月期末

　　　　 及び当中間期末のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フロー

　　　　 がマイナスのため、それぞれ記載を省略しております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、将来の再投資に備えた内部留保とともに、株主への還元としての剰余金配当を基本とした配当政策を実施

する方針であります。

　内部留保の使途につきましては、大きな構造変革の潮流にある医薬品関連業界に対して、新規商品・システムの開

発、拠点の拡充に加えて、M&A等も視野に入れた積極投資を展開していく考えであります。

　剰余金配当につきましては、継続的かつ安定的配当を基本方針に、従来1株当たり15円の普通配当を継続してまいり

ましたが、前連結会計年度は業績面が順調であったこと及び更なる還元強化の観点から1株当たり20円の配当を実施い

たしました。この結果、前連結会計年度の配当性向は、40.3%となりました。

　なお、当連結会計年度におきましても、計画数値の達成を前提として、年間配当額1株当たり20円の配当を継続実施

する予定であります。

 

 

(4）事業等のリスク

 (ａ)医薬品・化粧品業界への依存について

　当社グループは医薬品・化粧品業界を主要販売先としており、当連結会計年度におけるこれらの業界向け売上高は

ゼネコン及びリース会社経由を含め、全体の約９割を占めております。

　医薬品・化粧品業界は、従来安定的な設備投資を行っており、今後も高齢化社会の到来等の要因で、引き続き高水

準の設備投資は期待できますが、医療制度改革法案の成立など更なるコスト軽減が求められる中、収益性の面で厳し

さを増す可能性があります。

（ｂ）検収のタイミングによる期間損益への影響

　当社グループの顧客は、上場会社をはじめとする大企業が多く、顧客が設備投資計画を実行する必要から決算期が

集中する３月に検収時期が偏重する傾向があります。

　また、当社グループの産業用機械部門では顧客による動作・品質の確認（検収）が終了した時点で売上計上してお

りますが、顧客の事情等、何らかの理由で検収終了が当初予定時期と異なる場合があり、大型案件の場合、当社グルー

プの期間損益に影響が及ぶ可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

 

 

国内仕入先・外注先・海外仕入先 

株
式
会
社
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル 

改
良
・
製
造
・
販
売 

連結子会社 製造業 

日伊包装株式会社 

(その他部門) 

連結子会社 製造・販売業 

株式会社ウイスト 

(産業用機械部門) 

連結子会社 エンジニアリング業 

ファーマリード・エンジニアリング株式会

社 

(産業用機械部門) 

製品 

国内販売先・海外販売先 

製品 

製品 

エンジニアリング 

製品 

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

日伊包装株式会社 兵庫県伊丹市 30 その他部門 88.3
当社取扱包装資材を製造

役員の兼任　４名

株式会社ウイスト

※２
奈良県生駒市 10 産業用機械部門

50.0

[50.0]

当社取扱産業用機械を製造

役員の兼任　３名

ファーマリード・

エンジニアリング

株式会社　　　※２

大阪市北区 10 産業用機械部門
50.0

[50.0]

役員の兼任　３名

借入金の担保提供あり

　（注）１．主要な事業内容欄には、事業部門の名称を記載しております。

※２．持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。

３．議決権の所有割合の［　］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。

４．いずれの会社も有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  平成19年３月期決算短信（平成19年５月21日開示）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。

　　　　 当該決算短信は、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．ｍｕｔｕａｌ．ｃｏ．ｊｐ

　　　　 （ジャスダック証券取引所ホームページ（開示文書の検索閲覧ページ））

　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｊｄｓ．ｊａｓｄａｑ．ｃｏ．ｊｐ／ｔｅｋｉｊｉ／

 

(2）目標とする経営指標

  当社グループは、株主利益の増大を示す経営指標である株主資本純利益率（ROE）を重視しており、連結ROE10.0％

を引続き中長期数値目標としております。また、同様に利益重視の考えに基づき売上高経常利益率も重要な経営指標

として認識しております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

 　(ａ)医薬品業界の製造委受託

当社グループの主な販売先である医薬品業界は、薬事法の改正にともない、平成17年４月より製造に係る委受

託が、原則解禁となりました。これを受けて、大手医薬品メーカーが自社製品の生産を、中堅医薬品メーカー

に外部製造委託する傾向にあります。当社グループでは、この医薬品業界の動向に対応すべく従来にも増して、

中堅医薬品メーカーに向けた営業活動を積極的に展開していく考えであります。その一環としまして当社は、 

中堅医薬品メーカーが数多く集中する北陸地区での拡販を目指し、平成15年４月に富山営業所を開設し、同地

区における営業活動の強化を図っております。

　(ｂ)環境問題

　現在、わが国における医薬品包装資材の主流は、ＰＶＣ(ポリ塩化ビニール)でありますが、焼却時のダイオキ

シン発生が社会的問題になっております。当社ではダイオキシンの発生が極めて少ないＰＰ(ポリプロピレン)

がＰＶＣに替わりつつある現状に対応すべく、ＰＶＣ・ＰＰ兼用の新型包装機の開発に成功いたしました。

また、同包装機は米国市場においても、商品性が有望であると考えております。

　(ｃ)エンジニアリング機能の強化

　当社の最大の強みは、どこの機械メーカーの系列にも属さず、国内外各社の様々な機械を取り扱えることと、

これら異なるメーカー間の機械を組合わせ、連続する工程のラインを構築する企画力・技術力を有しているこ

とであると考えております。当社のこの強みを強化するため、従来よりエンジニアリング部門の拡充に注力し

てまいりましたが、さらに平成17年4月に、医薬品メーカーの生産技術部門での永年の経験を有するスタッフ

を中心としたエンジニアリング専門会社ファーマリード・エンジニアリング株式会社を設立いたしました。

機械・設備というハード面に加えて、エンジニアリングというソフト面を強化することで、より高度なユー

ザーのニーズに対応でき、きわめて高い将来性があるものと考えております。

(ｄ)欧州市場

　従来、優秀な製剤・包装関連機械メーカーが数多く存在する欧州市場への販売実績はほとんどありませんでし

たが、近年欧州においても固形剤の高精度検査機の需要が高まりを見せております。そこで当社グループでは

イタリアBREVETTI社と提携し、国産検査機を中心に欧州での販売にも今後注力していく考えであります。あわ

せて、同社製のシリンジ・バイアル・アンプル外観検査機を日本市場において積極的に販売していく予定であ

ります。

 （e）ＲＳＳ(Reduced Space Symbology=省スペースシンボル）

　薬事法の規定により、平成20年９月より国内で出荷される全ての血液製剤、ホルモン剤、ワクチン剤等の生物

由来製品、特定生物由来製品には誤飲、誤注を防止するために、変動情報を含めた製品情報をバーコード印字す

ることが義務付けられます。従来は、印字と検査が個別管理でありましたが、当社はこれを１元管理できる

PRO-A１の開発に成功し、既にいくつかの受注に結びつけております。

　今後、生物由来製品、特定生物由来製品以外にも対象は拡大する方向にあり、高い将来性があるものと考えて

おります。
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(4）会社の対処すべき課題

  平成19年３月期決算短信（平成19年５月21日開示）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。

　　　　 当該決算短信は、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．ｍｕｔｕａｌ．ｃｏ．ｊｐ

　　　　 （ジャスダック証券取引所ホームページ（開示文書の検索閲覧ページ））

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

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,778,451 1,790,522  2,228,058

２．受取手形及び
売掛金

※３ 2,675,268 2,850,949  3,458,055

３．有価証券 231,703 541,778  306,836

４．たな卸資産 1,384,235 1,539,355  1,530,349

５．前渡金 542,525 677,292  198,123

６．繰延税金資産 118,876 117,474  130,518

７．その他 35,739 63,321  59,682

貸倒引当金 △861 △818  △1,124

流動資産合計 7,765,940 66.1 7,579,876 65.3 △186,064 7,910,500 65.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物及び構
築物

293,513 273,547 283,121

(2）機械装置及
び運搬具

98,646 71,848 82,940

(3）土地 335,780 335,780 335,780

(4）その他 15,081 743,022 17,656 698,833 △44,189 14,907 716,750

２．無形固定資産 21,764 21,020 △744 21,111

３．投資その他の
資産

(1）投資有価証
券

2,099,614 2,171,508 2,259,130

(2）長期貸付金 75,835 65,100 72,430

(3）繰延税金資
産

171,377 191,714 147,773

(4) 長期性預金 ※２ 601,200 601,200 601,500

(5）その他  266,467 282,175 279,637

貸倒引当金 △1,733 3,212,761 △1,728 3,309,970 97,209 △1,731 3,358,741

固定資産合計 3,977,547 33.9 4,029,823 34.7 52,275 4,096,603 34.1

資産合計 11,743,487 100.0 11,609,699 100.0 △133,788 12,007,103 100.0
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

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

※３ 2,317,157 2,407,981  2,596,603

２．短期借入金 ※２ 107,000 109,000  130,000

３．未払法人税等 90,243 53,179  311,605

４．前受金 996,239 725,540  510,269

５．賞与引当金 98,480 102,642  96,246

６．役員賞与引当
金

5,000 7,650  15,300

７．その他 120,579 156,559  163,587

流動負債合計 3,734,700 31.8 3,562,554 30.7 △172,146 3,823,610 31.8

Ⅱ　固定負債

　１. 繰延税金負債 6,304 27,051  9,410

２．退職給付引当
金

346,267 321,496  317,267

３．役員退職慰労
引当金

569,040 49,050  581,892

４．長期未払金 － 536,567  －

５．負ののれん － 38,590  42,878

固定負債合計 921,611 7.8 972,756 8.4 51,144 951,448 8.0

負債合計 4,656,311 39.6 4,535,310 39.1 △121,001 4,775,059 39.8

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１. 資本金 669,700 5.7 669,700 5.8 － 669,700 5.6

２. 資本剰余金 695,975 5.9 695,975 6.0 － 695,975 5.8

３. 利益剰余金 5,400,522 46.0 5,607,285 48.3 206,763 5,722,914 47.6

４. 自己株式 △253,737 △2.1 △331,985 △2.9 △78,247 △316,320 △2.6

株主資本合計 6,512,459 55.5 6,640,975 57.2 128,515 6,772,268 56.4

Ⅱ　評価・換算差額
等

１. その他有価証
券評価差額金

331,967 2.8 305,844 2.6 △26,122 340,150 2.8

２. 繰延ヘッジ損
益

△1,694 △0.0 △1,245 △0.0 449 △1,517 △0.0

評価・換算差額
等合計

330,272 2.8 304,599 2.6 △25,673 338,633 2.8

Ⅲ　少数株主持分 244,443 2.1 128,814 1.1 △115,629 121,141 1.0

純資産合計 7,087,176 60.4 7,074,389 60.9 △12,786 7,232,044 60.2

負債純資産合計 11,743,487 100.0 11,609,699 100.0 △133,788 12,007,103 100.0
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 3,976,015 100.0 3,937,246 100.0 △38,769 9,624,105 100.0

Ⅱ　売上原価 3,119,825 78.5 3,153,527 80.1 33,702 7,509,021 78.0

売上総利益 856,190 21.5 783,718 19.9 △72,471 2,115,083 22.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１ 723,858 18.2 695,726 17.7 △28,132 1,390,306 14.5

営業利益 132,332 3.3 87,992 2.2 △44,339 724,777 7.5

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 17,048 19,297 33,700

２．受取配当金 9,444 8,288 14,934

３．投資有価証券
売却益

－ － 673

４．負ののれん
　　償却益

－ 4,287 －

５．その他 585 27,078 0.7 1,128 33,002 0.8 5,924 2,123 51,432 0.5

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 295 684 842

２．コミットメン
トフィー

2,126 1,835 4,000

３．自己株式取得
費用

205 161 －

４. 投資有価証券
償還損

1,176 － 3,339

５．有価証券評価
損

2,162 － －

６．投資有価証券
評価損

－ 1,150 －

７．為替差損 1,813 － 1,442

８．保険解約損 － 629 －

９．その他 477 8,257 0.2 0 4,461 0.1 △3,795 1,359 10,983 0.1

経常利益 151,153 3.8 116,533 2.9 △34,619 765,226 7.9

Ⅵ　特別利益

１．役員退職慰労
引当金戻入益

13,650 － 13,650

２．貸倒引当金戻
入益

1,021 269 550

３.固定資産売却益 ※２ 822 15,494 0.4 － 269 0.0 △15,225 2,159 16,359 0.2

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却
損

※３ 80 － 234

２．会員権評価損  － 80 0.0 － － － △80 2,899 3,134 0.0

税金等調整前
中間（当期）
純利益

166,567 4.2 116,802 2.9 △49,764 778,451 8.1

法人税、住民
税及び事業税

88,735 54,319 363,070

法人税等調整
額

△1,584 87,150 2.2 10,353 64,672 1.6 △22,478 6,610 369,680 3.8

少数株主利益 7,769 0.2 10,823 0.3 3,053 14,726 0.2

中間(当期)純
利益

71,646 1.8 41,307 1.0 △30,339 394,044 4.1
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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）

669,700 695,975 5,435,811 △233,607 6,567,878

中間連結会計期間中の変動額

利益処分による剰余金の配当
（千円）

△99,930 △99,930

利益処分による役員賞与
（千円）

△7,000 △7,000

中間純利益（千円） 71,646 71,646

自己株式の取得（千円） △20,153 △20,153

自己株式の処分（千円） △5 22 17

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）

－ － △35,288 △20,130 △55,418

平成18年９月30日　残高
（千円）

669,700 695,975 5,400,522 △253,737 6,512,459

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

353,579 － 353,579 239,298 7,160,756

中間連結会計期間中の変動額

利益処分による剰余金の配当
(千円）

△99,930

利益処分による役員賞与
（千円）

△7,000

中間純利益（千円） 71,646

自己株式の取得（千円） △20,153

自己株式の処分（千円） 17

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） △21,612 △1,694 △23,306 5,145 △18,161

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△21,612 △1,694 △23,306 5,145 △73,580

平成18年９月30日　残高
（千円）

331,967 △1,694 330,272 244,443 7,087,176
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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）

669,700 695,975 5,722,914 △316,320 6,722,268

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） △156,935 △156,935

中間純利益（千円） 41,307 41,307

自己株式の取得（千円） △15,664 △15,664

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）

－ － △115,628 △15,664 △131,293

平成19年９月30日　残高
（千円）

669,700 695,975 5,607,285 △331,985 6,640,975

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

340,150 △1,517 338,633 121,141 7,232,044

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） △156,935

中間純利益（千円） 41,307

自己株式の取得（千円） △15,664

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） △34,306 272 △34,033 7,672 △26,361

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△34,306 272 △34,033 7,672 △157,654

平成19年９月30日　残高
（千円）

305,844 △1,245 304,599 128,814 7,074,389
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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）

669,700 695,975 5,435,811 △233,607 6,567,878

連結会計年度中の変動額

利益処分による剰余金の配当
(千円）

△99,930 △99,930

利益処分による役員賞与
（千円）

△7,000 △7,000

当期純利益（千円） 394,044 394,044

自己株式の取得（千円） △82,789 △82,789

自己株式の処分（千円） △10 76 65

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）

－ － 287,103 △82,712 204,390

平成19年３月31日　残高
（千円）

669,700 695,975 5,722,914 △316,320 6,772,268

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

353,579 － 353,579 239,298 7,160,756

連結会計年度中の変動額

利益処分による剰余金の配当
(千円）

△99,930

利益処分による役員賞与
（千円）

△7,000

当期純利益（千円） 394,044

自己株式の取得（千円） △82,789

自己株式の処分（千円） 65

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） △13,428 △1,517 △14,946 △118,156 △133,102

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△13,428 △1,517 △14,946 △118,156 71,287

平成19年３月31日　残高
（千円）

340,150 △1,517 338,633 121,141 7,232,044
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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）

対前中間期比

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）
増減

（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

166,567 116,802  778,451

減価償却費 27,869 24,572  56,263

投資有価証券償還損 － －  3,339

投資有価証券売却益 － －  △673

有形固定資産売却損
益

△822 －  △2,159

貸倒引当金の増減額 △578 △309  △317

賞与引当金の増減額 5,302 6,396  3,068

役員賞与引当金の増
減額

5,000 △7,650  15,300

退職給付引当金の増
減額

4,255 4,228  △24,743

役員退職慰労引当金
の増減額

△3,485 3,725  9,366

受取利息及び受取配
当金

△26,492 △27,585  △48,635

支払利息 295 684  842

負ののれん償却益 － △4,287  －

売上債権の増減額 256,638 607,106  △526,148

前受金の増減額 33,618 215,271  △452,351

たな卸資産の増減額 △232,794 △9,006  △378,908

仕入債務の増減額 212,230 △188,621  491,676

前渡金の増減額 △199,490 △479,169  144,912

役員賞与の支払額 △7,000 －  △7,000

その他 56,424 △10,378  70,803

小計 297,539 251,779 △45,759 133,087

利息及び配当金の受
取額

27,587 23,917  49,790

利息の支払額 △295 △684  △842

法人税等の支払額 △114,085 △306,533  △167,059

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

210,745 △31,521 △242,266 14,975
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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）

対前中間期比

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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の預入によ
る支出

△70,700 △70,700  △89,900

定期預金の払戻によ
る収入

72,500 72,500  89,900

有価証券の取得によ
る支出

△132,927 △600,000  △306,893

有価証券の売却によ
る収入

－ －  60,200

有価証券の償還によ
る収入

200,000 400,000  200,000

有形固定資産の取得
による支出

△9,057 △5,715  △12,066

有形固定資産の売却
による収入

－ －  5,903

投資有価証券の取得
による支出

△204,320 △5,755  △358,314

投資有価証券の売却
による収入

－ －  907

投資有価証券の償還
による収入

50,000 －  100,000

貸付による支出 － －  △2,000

貸付金の回収による
収入

3,562 7,330  8,966

保険積立金の払込に
よる支出

△3,497 △3,852  △18,623

子会社株式の追加取
得による支出

－ －  △88,800

その他 － △848  △256

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△94,440 △207,041 △112,601 △410,975
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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）

対前中間期比

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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の増減額 18,000 △21,000  41,000

配当金の支払額 △99,930 △157,796  △99,930

少数株主への配当金
の支払額

△950 △2,850  △950

自己株式の取得によ
る支出

△20,153 △15,826  △82,723

自己株式の処分によ
る収入

17 －  －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△103,015 △197,473 △94,457 △142,603

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

－ － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

13,289 △436,035 △449,324 △538,604

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

2,682,762 2,144,158 △538,604 2,682,762

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 2,696,051 1,708,122 △987,928 2,144,158
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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

連結子会社の数　　　３社

連結子会社の名称

日伊包装株式会社

株式会社ウイスト

ファーマリード・エンジニ

アリング株式会社

連結子会社の数　　　３社

連結子会社の名称

日伊包装株式会社

株式会社ウイスト

ファーマリード・エンジニ

アリング株式会社

連結子会社の数　　　３社

連結子会社の名称

日伊包装株式会社

株式会社ウイスト

ファーマリード・エンジニ

アリング株式会社

２．連結子会社の中

間決算日（決算

日）等に関する

事項

連結子会社のうちファーマ

リード・エンジニアリング株

式会社の中間決算日は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、中間決算日現在

の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、中間連結決算日

との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整

を行っております。

同左 連結子会社のうちファーマ

リード・エンジニアリング株

式会社の決算日は１月31日で

あります。

　連結財務諸表の作成に当

たっては、決算日現在の財務

諸表を使用しております。た

だし、連結決算日との間に生

じ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。

３．会計処理基準に

関する事項

(1）重要な資産の

評価基準及び

評価方法

①　有価証券

(イ)その他有価証券で時価

のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法によって

おります。

（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定しております。）

①　有価証券

(イ)その他有価証券で時価

のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法によって

おります。

（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定しております。）

なお、複合金融商品につ

いては、組込デリバティ

ブを区別して計測できな

いため、全体の評価差額

を損益に計上しておりま

す。

①　有価証券

(イ)その他有価証券で時価

のあるもの

　決算日の市場価格等に

基づく時価法によってお

ります。

（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定しております。）

(ロ)その他有価証券で時価

のないもの

　移動平均法による原価

法によっております。

(ロ)その他有価証券で時価

のないもの

同左

(ロ)その他有価証券で時価

のないもの

同左

②　デリバティブ取引

　時価法により評価してお

ります。

②　デリバティブ取引

同左

②　デリバティブ取引

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）

③　たな卸資産

商品：主として個別法に

よる原価法によっ

ております。

③　たな卸資産

同左

③　たな卸資産

同左

仕掛品：主として個別法

による原価法に

よっております。

原材料：主として移動平

均法による原価

法によっており

ます。

(2）重要な減価償

却資産の減価

償却の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

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）については定

額法によっております。

　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

14年～47年

機械装置及び運搬具

５年～13年

①　有形固定資産

同左

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

く減価償却の方法に変更してお

ります。

　当該変更に伴う損益に与える

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。

　 当該変更に伴う損益に与え

 る影響は軽微であります。
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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（ソフト

ウェア）

　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（ソフト

ウェア）

同左

②　無形固定資産（ソフト

ウェア）

同左

(3）重要な引当金

の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上し

ております。

①　貸倒引当金

同左

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上し

ております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて

　当連結会計年度における

支給見込額の当中間連結会

計期間負担額を計上してお

ります。

　（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5,000千

円減少しております。

③　役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて　

当連結会計年度における支

給見込額の当中間連結会計

期間負担額を計上しており

ます。

 

 

 

 

　

　　

 

 

 

 

　

③　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基づき

計上しております。

 

 

（会計方針の変更） 

　　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15,300千

円減少しております。

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

るため、当中間連結会計期

間末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基

づき当中間期末において発

生していると認められる額

を計上しております。なお、

退職給付引当金の対象従業

員が300名未満であるため、

簡便法によっております。

④　退職給付引当金

同左

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき

計上しております。なお、

退職給付引当金の対象従業

員が300名未満であるため、

簡便法によっております。

株式会社ミューチュアル(2773) 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

　役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計上

しております。

⑤　役員退職慰労引当金

  　当社は、平成19年６月28

　日開催の定時株主総会の日

　をもって役員退職慰労金制

　度を廃止し、退任時に支給

　することを決議いたしまし

　た。これに伴い当該支給予

　定額536,567千円を固定負

　債の「長期未払金」に計上

　しております。

　　なお、連結子会社は、役

　員の退職慰労金の支出に備

　えるため、内規に基づく中

　間期末要支給額を計上して

　おります。

⑤　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上して

おります。

(4）重要な外貨建

の資産又は負

債の本邦通貨

への換算の基

準

外貨建金銭債権債務は、中

間連結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おり

ます。

同左 　外貨建金銭債権債務は、連

結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おります。

(5）重要なヘッジ会

計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によってお

ります。また、為替変動リス

クのヘッジについて振当処理

の要件を充たしている場合に

は振当処理を採用しておりま

す。

①　ヘッジ会計の方法

同左

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約・

金利スワッ

プ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ対象：外貨建売上

債権・仕入

債務・外貨

建予定取引

及び債券

③　ヘッジ方針

　ヘッジ対象に係る為替相

場変動リスク及び金利リス

クを一定範囲内でヘッジし

ております。

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

　ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

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
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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）

(6）その他中間連

結財務諸表

（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は、

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

４．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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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

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）

　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6,844,426千円であります。

　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。

　　　　―――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　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7,112,419千円であります。

　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まで投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「長期性預金」は資産合計

額の100分の5を超えることとなったため区分掲記するこ

とに変更しました。なお、前中間連結会計期間における

「長期性預金」の金額は501,200千円であります。

（中間連結貸借対照表）

　　　　　　　　―――――――――
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

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）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計

額は675,500千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計

額は722,028千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計

額は698,395千円であります。

※２　担保に供している資産及びこ

れに対応する債務

※２　担保に供している資産及びこ

れに対応する債務

※２　担保に供している資産及びこ

れに対応する債務

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

投資その他の資

産

長期性預金 200,000千円

計 200,000

投資その他の資

産

長期性預金 200,000千円

計 200,000

投資その他の資

産

長期性預金 200,000千円

計 200,000

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 107,000千円

計 107,000

短期借入金 109,000千円

計 109,000

短期借入金 130,000千円

計 130,000

※３　中間連結会計期間末日満期手

形

中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、当中

間連結会計期間の末日が金融機

関の休日でありましたが、満期

日に決済が行われたものとして

処理しております。当中間連結

会計期間末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。

受取手形　162,782千円

支払手形　 24,160千円

※３　中間連結会計期間末日満期手

形

中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、当中

間連結会計期間の末日が金融機

関の休日でありましたが、満期

日に決済が行われたものとして

処理しております。当中間連結

会計期間末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。

受取手形  135,397千円

※３　連結会計期間末日満期手形

 

連結会計年度末日満期手形の

会計処理については、当連結会

計年度末日が金融機関の休日で

ありましたが、満期日に決済が

行われたものとして処理してお

ります。当連結会計年度末日満

期手形の金額は、次のとおりで

あります。

受取手形　   74,039千円
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（中間連結損益計算書関係）

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　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

サービス費 102,103千円

給与及び賞与 197,286

賞与引当金繰入額 47,269

退職給付費用 13,293

役員退職慰労引当

金繰入額
12,864

サービス費   63,904千円

給与及び賞与 197,773

賞与引当金繰入額 48,540

役員賞与引当金繰

入額

7,650

退職給付費用 9,179

役員退職慰労引当

金繰入額
7,534

貸倒引当金繰入額 232千円

サービス費 191,507

給与及び賞与 435,840

賞与引当金繰入額 47,654

役員賞与引当金繰

入額
15,300

退職給付費用 8,594

役員退職慰労引当

金繰入額
25,716

※２　固定資産売却益の内容は次のと

おりであります。

※２　  　 ―――――― ※２　固定資産売却益の内容は次のと

おりであります。

機械装置及び運搬

具
822千円

  機械装置及び運搬

具
2,159千円

※３　固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。

※３　　　 ―――――― ※３　固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。

機械装置及び運搬

具
33千円

その他 47

機械装置及び運搬

具
88千円

その他 146
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

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）

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

前連結会計年度末
株式数（千株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（千株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（千株）

当中間連結会計期
間末株式数

（千株）

発行済株式

普通株式 （注）１ 6,933 1,386 - 8,320

合計 6,933 1,386 - 8,320

自己株式

普通株式 （注）２ 271 92 0 363

合計 271 92 0 363

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加1,386千株は、株式分割による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加92千株は、株式分割による増加54千株、市場買付による増加37千株等であ

ります。

　　 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　　該当事項はありません。

３. 配当に関する事項

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 99,930 15 平成18年３月31日 平成18年６月29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）

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

前連結会計年度末
株式数（千株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（千株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（千株）

当中間連結会計期
間末株式数

（千株）

発行済株式

普通株式 8,320 － － 8,320

合計 8,320 － － 8,320

自己株式

普通株式 （注） 473 26 － 500

合計 473 26 － 500

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、市場買付による増加26千株等であります。

　　

     ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　　　　該当事項はありません。
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３. 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28日

定時株主総会
普通株式 156,935 20 平成19年３月31日 平成19年６月29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.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

前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数

（千株）

当連結会計年度減
少株式数

（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 （注）１ 6,993 1,386 － 8,320

合計 6,993 1,386 － 8,320

自己株式

普通株式 （注）２ 271 202 0 473

合計 271 202 0 473

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加1,386千株は、株式分割による増加であります。

　　　２．普通株式の自己株式の増加202千株は、株式分割による増加54千株、市場買付による増加146千株等でありま　

　　

　　　　　す。

　　　３．普通株式の自己株式の減少は、単元未満株式の売渡しによる減少112株であります。

 

　　 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　　該当事項はありません。

３. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 99,930 15 平成18年３月31日 平成18年６月29日

 　　　　(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資 
 

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 156,935 利益剰余金 20 平成19年３月31日平成19年６月29日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

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

残高と中間連結貸借対照表に掲記

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

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

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

現金及び預金勘定 2,778,451千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△82,400

現金及び現金同等

物
2,696,051

現金及び預金勘定 1,790,522千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△82,400

現金及び現金同等

物
1,708,122

現金及び預金勘定 2,228,058千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△83,900

現金及び現金同等

物
2,144,158
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（リース取引関係）

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）

　該当事項はありません。   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（借主側）

 (1)リース物件の取得価額相当額、減

　　価償却累計額相当額及び期末残高

　

　　相当額

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

期末残高

相当額

（千円）

工具、器

具及び部

品

3,113 459 2,654

 合計 3,113 459 2,654

 （注）取得価額相当額は、未経過リー

       ス料期末残高が有形固定資産の

       期末残高等に占める割合が低い

       ため、支払利子込み法により算

       定しております。

 

 (2)未経過リース料期末残高相当額

1年内  600千円

1年超 2,054千円

合計 2,654千円

 （注）未経過リース料期末残高相当額

　　　 は、未経過リース料期末残高が

　　　 有形固定資産の期末残高等に占

　　　 める割合が低いため、支払利子

　　　 込み法により算定しておりま

　　　 す。

 

 (3)支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 　 294千円

減価償却費相当額 　 294千円

 

 (4)減価償却費相当額の算定方法

 　減価償却費相当額の算定方法は、定

　 額法によっております。

  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引（借主側）

 (1)リース物件の取得価額相当額、減

　　価償却累計額相当額及び期末残高

　

　　相当額

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

期末残高

相当額

（千円）

工具、器

具及び部

品

3,113 164 2,949

 合計 3,113 164 2,949

 （注）取得価額相当額は、未経過リー

       ス料期末残高が有形固定資産の

       期末残高等に占める割合が低い

       ため、支払利子込み法により算

       定しております。

 

 (2)未経過リース料期末残高相当額

1年内  593千円

1年超 2,356千円

合計 2,949千円

 （注）未経過リース料期末残高相当額

　　　 は、未経過リース料期末残高が

　　　 有形固定資産の期末残高等に占

　　　 める割合が低いため、支払利子

　　　 込み法により算定しておりま

　　　 す。

 

 (3)支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 　 164千円

減価償却費相当額 　 164千円

 

 (4)減価償却費相当額の算定方法

 　減価償却費相当額の算定方法は、定

　 額法によっております。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 438,037 1,022,590 584,552

(2）債券

①　国債・地方債 21,566 21,353 △213

②　社債 1,119,572 1,102,671 △16,901

(3）その他 32,678 32,163 △515

合計 1,611,856 2,178,777 566,921

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

①　マネー・マネージメント・ファンド 26,151

②　キャッシュ・リザーブ・ファンド 123,388

③　非上場株式 3,000

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 448,153 984,007 535,853

(2）債券

①　国債・地方債 21,560 22,936 1,376

②　社債 1,219,356 1,206,300 △13,055

(3）その他 54,497 54,290 △207

合計 1,743,568 2,267,534 523,966

（注）債券（社債）には複合金融商品（額面50,000千円）が含まれており、その評価損1,150千円は損益計

　　　算書の営業外費用に計上しております。

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

①　マネー・マネージメント・ファンド 17,031

②　キャッシュ・リザーブ・ファンド 125,720

③　非上場株式 3,000

④　信託受益権 300,000
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前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 442,398 1,029,755 587,357

(2）債券

①　国債・地方債 21,563 22,189 625

②　社債 1,219,125 1,215,029 △4,096

(3）その他 54,497 53,835 △662

合計 1,737,584 2,320,809 583,224

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

①　マネー・マネージメント・ファンド 16,658

②　キャッシュリザーブファンド 125,498

③　非上場株式 3,000

④　信託受益権 100,000

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

　該当事項はありません。

　なお、為替取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象か

ら除いております。

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

　複合金融商品の組込デリバティブ契約額面金額及び評価損益は「有価証券関係」の注書きにて開示しておりま

す。

　なお、為替取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象か

ら除いております。

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

　該当事項はありません。

　なお、為替取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象か

ら除いております。
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（ストック・オプション等関係）

　　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）

　　　該当事項はありません。

　　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）

　　　該当事項はありません。

　　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）

　　　該当事項はありません。

（セグメント情報）

ａ．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）

　産業用機械事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、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。

ｂ．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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．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）

　海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

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）

　海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

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 アジア 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 5,294 490,287 2,500 498,711

Ⅱ　連結売上高（千円） 　　　 － 　　　 － 　　　－ 9,624,105

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
0.1 5.1 0.0 5.2

　　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　　２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　　　(1)　北　米……………米国、カナダ、プエルトリコ

　　　　　　　(2)　アジア……………香港、中国、韓国、台湾、ASEAN諸国

　　　　　　　(3)　欧　州……………EU諸国

　　　　　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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（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 860円03銭

１株当たり中間純利益 8円97銭

１株当たり純資産額    888円16銭

１株当たり中間純利益  5円27銭

１株当たり純資産額   906円22銭

１株当たり当期純利益 49円63銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年４月１日付で株式

１株につき1.2株の株式分割を行って

おります。当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たりの

情報については、それぞれ以下のとお

りとなります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

また、当社は平成18年４月１日付で

株式１株につき　 株の株式分割を行っ

ております。当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の１株当たり

の情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。

前中間連結会
計期間

前連結会計年
度

1株当たり
純資産額

851円13銭
1株当たり
中間純損失

0円30銭

1株当たり
純資産額

864円91銭
1株当たり
当期純利益

4円92銭

前連結会計年度

1株当たり
純資産額

864円91銭
1株当たり
当期純利益

  4円92銭

（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） 71,646 41,307 394,044

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）
71,646 41,307 394,044

期中平均株数（千株） 7,986 7,841 7,938

株式会社ミューチュアル(2773) 平成 20 年３月期中間決算短信

－ 34 －



（重要な後発事象）

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）

―――――――― ―――――――― ――――――――
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５．中間個別財務諸表
(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）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,584,913 1,575,227 2,080,731

２．受取手形 ※３ 1,228,529 1,510,052 811,098

３．売掛金 1,355,309 1,165,482 2,532,858

４．有価証券 14,955 332,434 126,097

５．たな卸資産 1,258,197 1,275,819 1,450,766

６．前渡金 542,028 677,292 177,627

７．その他 137,040 163,455 171,733

貸倒引当金 △274 △279 △341

流動資産合計 7,120,700 65.0 6,699,485 62.9 △421,214 7,350,572 64.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 273,606 255,408 264,081

(2）機械及び装
置

89,719 64,274 74,421

(3）土地 248,253 248,253 248,253

(4）その他 17,667 19,325 16,941

計 629,247 587,261 603,697

２．無形固定資産 13,563 12,819 12,911

３．投資その他の
資産

(1）投資有価証
券

1,939,097 1,985,228 2,040,038

(2）その他 ※２ 1,256,377 1,368,244 1,348,931

貸倒引当金 △1,677 △1,676 △1,677

計 3,193,796 3,351,797 3,387,293

固定資産合計 3,836,607 35.0 3,951,878 37.1 115,270 4,003,901 35.3

資産合計 10,957,308 100.0 10,651,363 100.0 △305,944 11,354,474 100.0
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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）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※３ 1,388,384 1,444,064 1,607,568

２．買掛金 776,094 723,093 922,484

３．未払法人税等 89,258 31,512 287,852

４．前受金 923,198 548,721 483,879

５．賞与引当金 82,000 86,000 84,000

６．役員賞与引当
金

5,000 6,000 12,000

７．その他 103,002 136,707 128,900

流動負債合計 3,366,939 30.7 2,976,100 27.9 △390,839 3,526,684 31.0

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当
金

333,906 307,684 304,354

２．長期未払金 － 536,567 －

３．役員退職慰労
引当金

520,856 － 531,351

固定負債合計 854,762 7.8 844,252 8.0 △10,510 835,706 7.4

負債合計 4,221,702 38.5 3,820,352 35.9 △401,349 4,362,390 38.4

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１. 資本金 669,700 6.1 669,700 6.3 - 669,700 5.9

２. 資本剰余金

(1)資本準備金 695,975 695,975 695,975

資本剰余金合
計

695,975 6.4 695,975 6.5 - 695,975 6.1

３. 利益剰余金

(1）利益準備金 39,500 39,500 39,500

(2）その他利益
剰余金

特別償却準
備金

305 72 145

別途積立金 5,020,000 5,020,000 5,020,000

繰越利益剰
余金

244,420 444,763 558,342

利益剰余金合
計

5,304,225 48.4 5,504,336 51.7 200,111 5,617,988 49.5

４. 自己株式 △253,737 △2.3 △331,985 △3.1 △78,247 △316,320 △2.8

株主資本合計 6,416,162 58.6 6,538,026 61.4 121,863 6,667,342 58.7

Ⅱ　評価・換算差額
等

１. その他有価証
券評価差額金

321,138 2.9 294,230 2.7 △26,907 326,258 2.9

２. 繰延ヘッジ損
益

△1,694 △0.0 △1,245 △0.0 449 △1,517 △0.0

評価・換算差額
等合計

319,443 2.9 292,985 2.7 △26,458 324,741 2.9

純資産合計 6,735,606 61.5 6,831,011 64.1 99,405 6,992,083 61.6

負債純資産合計 10,957,308 100.0 10,651,363 100.0 △305,944 11,354,474 100.0
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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）

対前中間
期比

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

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 3,767,765 100.0 3,682,341 100.0 △85,424 9,131,070 100.0

Ⅱ　売上原価 2,974,482 78.9 2,996,103 81.4 21,620 7,211,687 79.0

売上総利益 793,283 21.1 686,237 18.6 △107,045 1,919,383 21.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

652,346 17.3 621,582 16.9 △30,763 1,244,608 13.6

営業利益 140,936 3.8 64,654 1.7 △76,281 674,774 7.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 22,126 0.5 26,464 0.7 4,337 41,714 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 4,682 0.1 2,670 0.0 △2,011 6,907 0.1

経常利益 158,380 4.2 88,448 2.4 △69,931 709,581 7.8

Ⅵ　特別利益 ※３ 1,413 0.0 62 0.0 △1,350 2,683 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 80 0.0 － － △80 3,101 0.0

税引前中間
（当期）純利
益

159,714 4.2 88,511 2.4 △71,202 709,163 7.8

法人税、住民
税及び事業税

87,000 33,184 337,000

法人税等調整
額

△14,247 72,752 1.9 12,043 45,227 1.2 △27,524 △28,566 308,433 3.4

中間（当期）
純利益

86,961 2.3 43,284 1.2 △43,677 400,730 4.4
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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
合計特別償却

準備金
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

669,700 695,975 695,975 39,500 782 5,020,000 263,916 5,324,199 △233,607 6,456,266

中間会計期間中の変動額

利益処分による特別償却準備金の
取崩（千円）

 △318 318 - -

　特別償却準備金の取崩（千円）  △159 159 - -

利益処分による剰余金の配当
（千円）

△99,930 △99,930 △99,930

利益処分による役員賞与
（千円）

△7,000 △7,000 △7,000

中間純利益（千円） 86,961 86,961 86,961

自己株式の取得（千円） △20,153 △20,153

自己株式の処分（千円） △5 △5 22 17

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）
（千円）

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

- - - - △477 - △19,496 △19,973 △20,130 △40,104

平成18年９月30日　残高
（千円）

669,700 695,975 695,975 39,500 305 5,020,000 244,420 5,304,225 △253,737 6,416,162

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッ
ジ損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

339,136 - 339,136 6,795,403

中間会計期間中の変動額

利益処分による特別償却準備金の
取崩（千円）

-

特別償却準備金の取崩（千円） -

利益処分による剰余金の配当
(千円）

△99,930

利益処分による役員賞与
（千円）

△7,000

中間純利益（千円） 86,961

自己株式の取得（千円） △20,153

自己株式の処分（千円） 17

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）
（千円）

△17,998 △1,694 △19,693 △19,693

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△17,998 △1,694 △19,693 △59,797

平成19年９月30日　残高
（千円）

321,138 △1,694 319,443 6,735,606
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金 

利益剰余金
合計

特別償
却準備
金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

669,700 695,975 695,975 39,500 145 5,020,000 558,342 5,617,988 △316,320 6,667,342

中間会計期間中の変動額

　特別償却準備金の取崩（千円）  △72 72 - -

剰余金の配当（千円） △156,935 △156,935 △156,935

中間純利益（千円） 43,284 43,284 43,284

自己株式の取得（千円） △15,664 △15,664

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）
（千円）

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

- - - - △72 - △113,578 △113,651 △15,664 △129,316

平成19年９月30日　残高
（千円）

669,700 695,975 695,975 39,500 72 5,020,000 444,763 5,504,336 △331,985 6,538,026

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッ
ジ損益

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

326,258 △1,517 324,741 6,992,083

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩（千円） -

剰余金の配当（千円） △156,935

中間純利益（千円） 43,284

自己株式の取得（千円） △15,664

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）
（千円）

△32,028 272 △31,755 △31,755

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△32,028 272 △31,755 △161,072

平成19年９月30日　残高
（千円）

294,230 △1,245 292,985 6,831,011
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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
合計特別償却

準備金
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

669,700 695,975 695,975 39,500 782 5,020,000 263,916 5,324,199 △233,607 6,456,266

事業年度中の変動額

利益処分による特別償却準備金の
取崩（千円）

 △318  318 -

　特別償却準備金の取崩（千円）  △318  318 -

利益処分による剰余金の配当
（千円）

△99,930 △99,930 △99,930

利益処分による役員賞与
（千円）

△7,000 △7,000 △7,000

当期純利益（千円） 400,730 400,730 400,730

自己株式の取得（千円） △82,789 △8,789

自己株式の処分（千円） △10 △10 76 65

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）
（千円）

事業年度中の変動額合計
（千円）

- - - - △637 - 294,425 293,778 △82,712 211,076

平成19年３月31日　残高
（千円）

669,700 695,975 695,975 39,500 145 5,020,000 558,342 5,617,988 △316,320 6,667,342

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッ
ジ損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

339,136 - 339,136 6,795,403

事業年度中の変動額

利益処分による特別償却準備金の
取崩（千円）

-

特別償却準備金の取崩（千円） -

利益処分による剰余金の配当
(千円）

△99,930

利益処分による役員賞与
（千円）

△7,000

当期純利益（千円） 400,730

自己株式の取得（千円） △82,789

自己株式の処分（千円） 65

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）
（千円）

△12,878 △1,517 △14,395 △14,395

事業年度中の変動額合計
（千円）

△12,878 △1,517 △14,395 196,680

平成19年３月31日　残高
（千円）

326,258 △1,517 324,741 6,992,083
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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

子会社株式及び関連会社

株式

移動平均法による原価

法によっております。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社

株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社

株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法に

よっております。

　　　（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定しております。）

その他有価証券

時価のあるもの

　　 同左

 

 

　　　

 

 

 

 

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に

基づく時価法によって

おります。

（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定しておりま

す。）

時価のないもの

移動平均法による原価

法によっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ取引

　時価法により評価してお

ります。

(2）デリバティブ取引

同左

(2）デリバティブ取引

同左

(3）たな卸資産

商品、仕掛品

個別法による原価法に

よっております。

(3）たな卸資産

商品、仕掛品

同左

(3）たな卸資産

商品、仕掛品

同左

原材料

移動平均法による原価

法によっております。

原材料

同左

原材料

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．固定資産の減価

償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

但し、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額

法によっております。

　主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　14年～47年

機械及び装置　５年～13年

(1）有形固定資産

同左

(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減価償却

の方法に変更しております。

　 当該変更に伴う損益に与え

 る影響は軽微であります。

 （追加情報）

　 当中間会計期間から平成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。

　 当該変更に伴う損益に与え

 る影響は軽微であります。

 

(2）無形固定資産（ソフト

ウェア）

　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（ソフト

ウェア）

同左

(2）無形固定資産（ソフト

ウェア）

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

　債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて

当事業年度における支給見

込額の当中間会計期間負担

額を計上しております。

（会計方針の変更）

　当中間会計期間より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第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

常利益及び税引前中間純利

益は、それぞれ5,000千円減

少しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて当

事業年度における支給見込

額の当中間会計期間負担額

を計上しております。

(3)　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基づき

計上しております。

 

（会計方針の変更）

　当事業年度より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第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

常利益及び税引前当期純利

益は、それぞれ12,000千円

減少しております。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

るため、当中間会計期間末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき

計上しております。

　なお、退職給付引当金の

対象従業員が300名未満であ

るため、簡便法によってお

ります。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上

しております。

　なお、退職給付引当金の

対象従業員が300名未満であ

るため、簡便法によってお

ります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計上

しております。

(5）役員退職慰労引当金

  　――――――――

    なお、平成19年６月28日

　開催の定時株主総会の日を

　もって役員退職慰労金制度

　を廃止し、退任時に支給す

　ることを決議いたしまし

　た。これに伴い当該支給予

　定額の期間に対応する役員

　退職慰労金相当額536,567

　千円を固定負債の長期未払

　金」に計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上して

おります。

４．外貨通貨の資産

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おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、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

として処理しております。

５．ヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によって

おります。また、為替変動

リスクのヘッジについて振

当処理の要件を充たしてい

る場合には振当処理を採用

しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約・

金利スワッ

プ

　　ヘッジ対象：外貨建売上

債権・仕入

債務・外貨

建予定取引

及び債券

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

 ヘッジ対象に係る為替相

場変動リスク及び金利リス

クを一定範囲内でヘッジし

ております。

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

　ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

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．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

　税抜方式によっておりま

す。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は6,737,300千円であります。

　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

しております。

　　　―――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号　平成17年

12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は6,993,601千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　 477,197千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　        521,423千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　 499,530千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

投資その他の資産

その他

(長期性預金)

200,000千円

計 200,000

投資その他の資産

その他

(長期性預金)

200,000千円

計 200,000

投資その他の資産

その他

(長期性預金)

 200,000千円

計 200,000

　子会社の短期借入金107,000千

円の担保に供しております。

　子会社の短期借入金109,000千

円の担保に供しております。

子会社の短期借入金130,000千

円の担保に供しております。

※３　中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の処理に

ついては、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものと

して処理しております。当中間

期末日満期手形の金額は次のと

おりであります。

受取手形　　　162,782千円

支払手形　　　 24,160千円

※３　中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の処理に

ついては、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものと

して処理しております。当中間

期末日満期手形の金額は次のと

おりであります。

受取手形　  　121,222千円

 

※３　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理に

ついては、当事業年度の末日は

金融機関の休日でしたが、満期

日に決済が行われたものとして

処理しております。期末日満期

手形の金額は次のとおりであり

ます。

受取手形　　　69,839千円
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（中間損益計算書関係）

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　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 992千円

有価証券利息 9,347

受取配当金 10,448

受取利息 1,042千円

有価証券利息 11,062

受取配当金 12,581

受取利息    3,298千円

有価証券利息 18,875

受取配当金 15,285

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 59千円

コミットメント

フィー
2,126

為替差損 1,813

支払利息   43千円

コミットメント

フィー
1,835

 保険解約損 629

支払利息 105千円

コミットメント

フィー
4,000

為替差損 1,442

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 590千円

固定資産売却益

　機械及び装置 822

貸倒引当金戻入益    62千円

 

　  

貸倒引当金戻入益   524千円

固定資産売却益

　機械及び装置 2,159

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　――――――― ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

車両運搬具 33千円

工具、器具及び

備品
47

 

  

 

 
 

固定資産除却損

工具、器具及び

備品
   113千円

車両運搬具 　　 88   

会員権評価損 2,899

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 25,932千円

無形固定資産 900

有形固定資産   21,893千円

無形固定資産 1,064

有形固定資産  52,230千円

無形固定資産 2,058
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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）

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）

普通株式（注） 271 92 0 363

合計 271 92 0 363

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加92千株は、株式分割による増加54千株、市場買付による増加37千株等でありま

す。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

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）

普通株式（注） 473 26 － 500

合計 473 26 － 500

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、市場買付による増加26千株等であります。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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）

普通株式（注） 271 202 0 473

合計 271 202 0 473

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加92千株は、株式分割による増加54千株、市場買付による増加37千株等でありま

す。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。   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（借主側）

 (1)リース物件の取得価額相当額、減

　　価償却累計額相当額及び中間期末

    残高相当額

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

中間期末

残高相当

額（千

円）

工具、器

具及び備

品

3,113 459 2,654

 合計 3,113 459 2,654

 （注）取得価額相当額は、未経過リー

       ス料中間期末残高が有形固定資

       産の中間期末残高等に占める割

　　　 合が低いため、支払利子込み法

       により算定しております。

 

 (2)未経過リース料中間期末残高相当額

1年内 600千円

1年超 2,054千円

合計 2,654千円

 （注）未経過リース料中間期末残高相

       当額は、未経過リース料中間期

       末残高が有形固定資産の中間期

       末残高等に占める割合が低いた

       め、支払利子込み法により算定

       しております。

 

 (3)支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 　 294千円

減価償却費相当額 　 294千円

 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

 　減価償却費相当額の算定方法は、定

　 額法によっております。

  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引（借主側）

 (1)リース物件の取得価額相当額、減

　　価償却累計額相当額及び期末残高

    相当額

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

期末残高

相当額

（千円）

工具、器

具及び備

品

3,113 164 2,949

 合計 3,113 164 2,949

 （注）取得価額相当額は、未経過リー

       ス料期末残高が有形固定資産の

       期末残高等に占める割合が低い

       ため、支払利子込み法により算

       定しております。

 

 (2)未経過リース料期末残高相当額

1年内   593千円

1年超 2,356千円

合計 2,949千円

 （注）未経過リース料期末残高相当額

　　　 は、未経過リース料期末残高が

　　　 有形固定資産の期末残高等に占

　　　 める割合が低いため、支払利子

　　　 込み法により算定しておりま

　　　 す。

 

 (3)支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 　 164千円

減価償却費相当額 　 164千円

 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

 　減価償却費相当額の算定方法は、定

　 額法によっております。

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社及び関連会社株式で時価のあるも

のはありません。
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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 846円56銭

１株当たり中間純利益 10円89銭

１株当たり純資産額 873円51銭

１株当たり中間純利益  5円52銭

１株当たり純資産額 891円08銭

１株当たり当期純利益   50円48銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

当社は、平成18年４月１日付で株式

１株につき1.2株の株式分割を行って

おります。当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たりの

情報については、それぞれ以下のとお

りとなります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

当社は、平成18年４月１日付で株式

１株につき1.2株の株式分割を行って

おります。当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たりの

情報については、それぞれ以下のとお

りとなります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり
純資産額

831円40銭
１株当たり
中間純利益

2円34銭

１株当たり
純資産額

849円14銭
１株当たり
当期純利益

12円29銭

１株当たり純資産額
   849円14銭

１株当たり当期純利益
   12円29銭

　（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)

中間（当期）純利益（千円） 86,961 43,284 400,730

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）
86,961 43,284 400,730

期中平均株数（千株） 7,986 7,841 7,938
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

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）

―――――― ―――――― ――――――
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６．その他
 生産、受注及び販売の状況

　当社グループでは、特定セグメントの割合が高く、事業の種類別セグメントを記載していないため、事業部門別の

状況を記載しております。

(1）生産実績

　当中間連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門

当中間連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

生産高（千円） 前年同期比（％）

産業用機械部門 2,818,523 91.1

（一連ライン） (571,352) (62.3)

（製剤機） (185,724) (52.7)

（充填機） (496,693) (107.9)

（検査装置） (220,034) (99.2)

（包装機） (573,154) (164.4)

（部品） (397,067) (83.8)

（改造・調整・修理） (374,494) (117.4)

その他部門 327,707 127.4

合計 3,146,230 93.9

　（注）１．金額は売上原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当中間連結会計期間における受注状況を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門

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）

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

産業用機械部門 4,475,314 130.7 5,668,630 100.9

（一連ライン） (2,550,900) (256.2) (2,881,000) (99.0)

（製剤機） (136,820) (359.2) (124,477) (38.3)

（充填機） (548,956) (105.2) (673,526) (157.6)

（検査装置） (321,877) (102.5) (545,680) (138.6)

（包装機） (267,360) (54.4) (996,090) (102.7)

（部品） (191,847) (42.3) (234,562) (101.9)

（改造・調整・修理） (457,553) (75.1) (213,294) (58.4)

その他部門 397,966 82.6 192,403 67.1

合計 4,873,280 124.7 5,861,034 99.2

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 　(3)　販売状況

 　　　 販売の状況につきましては、３ページ「経営成績」欄をご参照下さい。
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