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１．19 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 
18 年 9 月中間期 

 13,193 ( 11.3 ) 
 11,851 ( 18.0 ) 

 331 (  61.2 ) 
 205 ( △ 7.4) 

 295 ( 58.6 ) 
 186 (△ 11.8 ) 

 167 ( 33.6 ) 
 125 (  － ) 

19 年 3 月期  24,301   702   667   343  
 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

  円 銭  円 銭

19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

 36 41 
 27 26 

 ――――― 
 ――――― 

19 年 3 月期  74 92  ――――― 
(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 
18 年 9 月中間期 

 16,372 
 15,509 

 4,579 
 4,329 

 28.0 
 27.9 

 997 78 
 943 39 

19 年 3 月期  15,351  4,543  29.6  989 99 
(参考) 自己資本 19 年 9 月中間期 4,579 百万円 18 年 9 月中間期  4,329 百万円  19 年 3 月期  4,543 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 
18 年 9 月中間期 

 206 
 593 

 △711 
 △319 

 672 
 155 

 1,392 
 1,356 

19 年 3 月期  266  △532  564  1,224 
 
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 

 
３．20 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  25,209 ( 3.7 )  763 ( 8.7 )  680 ( 1.9 )  347 ( 1.2 )  75 80 
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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 ･ 無 
② ①以外の変更   有 ･ ○無  
 
(注) 詳細は、15 ページ「中間財務諸表作成の基本となる重要な事項」をご覧ください。 

 
 
(2) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 19 年 9 月中間期 4,592,000 株 18 年 9 月中間期 4,592,000 株  19 年 3 月期 4,592,000 株 

②期末自己株式数          19 年 9 月中間期   2,300 株 18 年 9 月中間期    2,300 株 19 年 3 月期    2,300 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、29 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 

業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報をもとに行なった見込みであり、今後経済情

勢、事業運営における様々な状況変化によって、実際の業績と異なる場合があります。なお、上記予想に関

する事項は添付資料の 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 

① 当中間期の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国経済の減速懸念等の不安要因はあ

りましたが、堅調な企業業績を背景とした設備投資の増加と好調な輸出に支えられ、緩やかな回復

基調の中で推移いたしました。 

当社が主として関連する塗料業界におきましては、こうした経済環境のもと、生産数量は微減、

出荷数量は微増となりました。 

このような情勢のもとで当社は、有機溶剤専業メーカーとして新規ユーザーの開拓を中心に販売

力を強化した結果、製品については生産数量 74,944 トン、出荷数量 73,441 トンと、ともに前年同

期実績に比べ 6.5％増、5.1％増とそれぞれ増加となりました。また商品等の伸びもあり、全体的に

も出荷数量は、前年同期を上回りました。 

出荷の主な品目では、単一溶剤類が前年同期比 8.9％増、印刷用溶剤類が前年同期比 5.2％増、ラ

ッカーシンナー類が前年同期比 6.3%増、合成樹脂塗料用シンナー類が前年同期比 6.1％増、洗浄用

シンナー類が前年同期比 0.9％減、特殊シンナー類が前年同期比 0.5％減となりました。 

当中間会計期間の業績といたしましては、原材料費の高騰分を販売価格へ一部転嫁したことや商

品を含めた出荷数量の増加等により、売上高は 131 億 93 百万円と前年同期比 11.3％の大幅増とな

りました。 

一方原油・ナフサ市況は、依然として不透明な中東情勢を中心とした地政学的リスクや原油市場

に対し投機資金が引き続き流入したこと等により、過去 高の価格水準にまで高騰し続け、原材料

コストも大幅に上昇いたしましたが、量産によるコスト削減及び販売価格の是正に注力した結果、

営業利益は 3億 31 百万円、経常利益は 2 億 95 百万円とともに前年同期比 61.2％、58.6％の大幅増

となりました。また中間純利益についても 1 億 67 百万円と前年同期比 33.6％の増となり、期初の

目標を達成いたしました。 

② 通期の見通し 

今後の見通しといたしましては、引き続き企業部門は好調なものの、米国経済の減速懸念や、原

油をはじめとする原材料のさらなる価格高騰等の不安定要因もあり、依然として不透明な経営環境

が続くものと思われます。 

当業界も一段と競争が激化するものと予想され、引き続き原油・ナフサ市況も激しく変動する懸

念もあり、石化基礎原料価格の動向も予断を許さない状況にあります。 

このような環境下におきまして当社は、経営資源を駆使して積極的な経営活動を展開し、一層の

新規需要の開拓など販売活動に全力を傾注するとともに、生産・物流面での合理化を推進して業績

の向上に取り組む所存であります。 

以上のような要因により通期の業績は、売上高 252 億 9 百万円、営業利益 7億 63 百万円、経常利

益 6 億 80 百万円、当期純利益 3億 47 百万円を見込んでおります。 

（２） 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当中間会計期間末における総資産は、163 億 72 百万円（前事業年度末比 10 億 21 百万円増）とな

りました。 

（イ） 流動資産 

当中間会計期間末における流動資産は、116 億 67 百万円（前事業年度末比 6億 12 百万円増）

となりました。 

これは主に、現金及び預金の増加 1 億 67 百万円や、売上高の増加に伴う売掛金の増加 5 億

39 百万円等があったことによるものであります。 
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（ロ） 固定資産 

当中間会計期間末における固定資産は、47 億 5 百万円（前事業年度末比 4 億 8 百万円増）

となりました。 

これは主に、減価償却費の計上 1 億 52 百万円等があったものの、越谷工場及び兵庫工場の

隣接地取得や製造設備等の取得 5億 94 百万円があったことによるものであります。 

 

（ハ） 流動負債 

当中間会計期間末における流動負債は、93 億 87 百万円（前事業年度末比 4億 62 百万円増）

となりました。 

これは主に、設備投資等による借入金の増加 2億 64 百万円や、仕入債務の増加 3 億 42 百万

円等があったことによるものであります。 

 

（ニ） 固定負債 

当中間会計期間末における固定負債は、24 億 5 百万円（前事業年度末比 5億 23 百万円増）

となりました。 

これは主に、越谷工場及び兵庫工場の設備投資や長期運転資金として金融機関から調達した、

長期借入金の増加 5 億円等があったことによるものであります。 

 

（ホ） 純資産 

当中間会計期間末における純資産は、45 億 79 百万円（前事業年度末比 35 百万円増）とな

りました。 

これは主に、利益剰余金の増加 75 百万円等があったことによるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期に比べて 35

百万円増加し、13 億 92 百万円（前年同期比 2.6％増）となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。 

（イ） 営業活動によるキャッシュ・フロー 

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、2億 6 百万円（前年同期比 65.1％

減）となりました。 

これは、税引前中間純利益が 2 億 93 百万円（同 28.5％増）と増加したものの、売上債権の

増加額 6億 5百万円（同 46.4％減）や、仕入債務の増加 3億 39 百万円（同 79.1％減）があっ

たこと等によるものであります。 

（ロ） 投資活動によるキャッシュ・フロー 

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、7億11百万円（前年同期比122.9％

増）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出 7 億 6 百万円（同 93.4％増）があったことに

よるものであります。 

（ハ） 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は、6億72百万円（前年同期比332.6％

増）となりました。 

これは主に、長期借入金の返済 1 億 89 百万円（同 4.2％増）、配当金の支払 91 百万円（同

0.0％減）があったものの、長期借入金の借入による収入 8 億円（同 220.0％増）があったこ

とによるものであります。 
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なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。 

 
平成 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

平成 19 年 9 月期

中間期 

自己資本比率（％）  35.1  31.2  29.6  28.0 

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
 25.4  29.7  23.2  19.8 

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率（％） 
 803.6  454.9  1,090.7  886.6 

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ(倍） 
 8.0  18.5  6.9  7.2 

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） 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２） キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注３） 有利子負債は貸借対照表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、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要事項のひとつとして認識しております。配当

につきましても業績に対応した配当を行うことを基本としつつ、純資産配当率が市中の金利水準を

上回ることを念頭に置き、あわせて配当性向を考慮し、今後の事業展開に備えるための内部留保の

充実や企業体質の一層の強化などを勘案して決定する方針をとっております。 

なお当期の１株当たり配当金につきましては、期末配当金 20 円を予定しております。 

（４） 事業等のリスク 

当社の経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下の内容のものがあり

ます。なお当該リスク情報は当中間期末現在における当社の判断に基づき記載しております。 

① 当社は既存分野での新規開拓と新しい溶剤マーケットを開発するとともに、生産、物流などの合理

化を進め業績の振れの緩和に努めていますが、原油・ナフサの市況動向が経営成績に影響を与える

可能性があります。 

② 当社は法令遵守に日頃から注力しておりますが、消防法、毒劇法、その他の環境関連の法令改正に

ともなう規制強化等により、経営成績が影響を受けることがあります。 

③ 当社は生産拠点を東日本に越谷工場、西日本に兵庫工場と二ヵ所に分散配置し補完機能をもたせて

おり、かつ防火管理体制に関しても自衛消防による防災訓練を定期的に行なう等災害対策を実施し

ておりますが、地震・台風といった自然災害及び火災・爆発等の事故が発生した場合、あるいはコ

ンピューターシステムが稼動できなくなった場合、経営成績が影響を受ける可能性があります。 

 

２．企業集団の状況 

 

当社は関係会社がないため、記載すべき該当事項はありません。 
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３．経営方針 

 

（１） 会社の経営の基本方針 

当社は、品質の向上に努め安定供給の責を果し、お客様の満足が得られる品質の確保と納期を遵

守して製品の品質向上を目指します。なお、経営の基本方針としては次の通りであります。 

① 差別化できる新製品の開発、生産性の向上、販売体制の強化を図り、強固な経営基盤を確立します。 

② リサイクルによって資源の有効活用と環境に重視して社会に貢献できる企業を目指します。 

③ 業容拡大と収益重視した経営によって、株主の期待に応えます。 

④ お客様の満足を得るために、高品質で信頼性の高い高度な生産管理、品質管理体制の確立に総力を

挙げておこないます。 

⑤ 一人一人がまたはグループで、課題を謙虚に学び、考え、評価し、迅速に改善します。 

（２） 目標とする経営指標 

当社は、収益力の向上と財務体質の強化を経営目標の中心として重視しております。収益機会の

増加とともに生産、物流面の合理化を推進して、売上高及び経常利益をさらに高めてまいりたいと

考えております。 

（３） 中長期的な会社の経営戦略 

原油・ナフサの市況によって会社の業績が大きく影響されますが、既存分野での新規開拓と

新しい溶剤のマーケットを開発することと、生産、物流などの合理化を進め業績の振れを緩和

させます。また、環境と生産性を重視して越谷、兵庫工場に設備投資を計画的に実施します。 

（４） 会社の対処すべき課題 

地球環境に好ましくない溶剤の代替等に関する研究開発を行い、本業が成熟期を迎えることは焦

眉の問題となっており、新分野での需要を発掘して業容の拡大を目指しております。 

（５） 内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書「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」に記載しております。   
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４．中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表                               　　　　　　　

注記 構成比 構成比 構成比

番号 （％） （％） （％）

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   1　現金及び預金 1,810,824 1,846,767 1,678,876

　 2　受取手形 ※1.4 1,516,426 1,206,792 1,140,439

　 3　売掛金 6,670,474 7,373,675 6,834,389

　 4　たな卸資産 625,032 495,912 739,939

　 5　預け金 ※1 481,237 597,115 519,464

　 6　繰延税金資産 68,639 76,961 77,201

　 7　その他 85,623 96,414 93,510

      貸倒引当金 △ 31,044 △ 26,441 △ 29,425

      流動資産合計 11,227,214 72.4 11,667,197 71.3 11,054,395 72.0

 Ⅱ 固定資産

   1　有形固定資産　　 　　　※2

    (1) 建物　　　 　　　　 ※3 652,432 824,770 808,069

    (2) 構築物 487,965 574,791 611,300

    (3) 機械及び装置 501,919 465,700 468,641

    (4) 車両運搬具 47,619 58,694 51,484

    (5) 工具器具・備品 109,335 104,541 98,898

    (6) 土地　　 　 　　 　　※3 976,237 1,388,170 907,605

    (7) 建設仮勘定 133,849 24,150 58,397

      有形固定資産合計 2,909,359 18.8 3,440,818 21.0 3,004,397 19.6

   2  無形固定資産 49,144 0.3 56,531 0.3 50,546 0.3

   3  投資その他の資産

    (1) 投資有価証券 　    412,505 338,979 404,912

    (2) 長期貸付金 173,346 164,591 168,722

    (3) 繰延税金資産 100,291 59,498 28,324

    (4) 保険積立金 417,937 435,092 425,236

    (5) その他 251,816 238,974 246,981

        貸倒引当金 △ 32,353 △ 28,814 △ 32,089

投資その他の資産合計 1,323,543 8.5 1,208,320 7.4 1,242,087 8.1

固定資産合計 4,282,047 27.6 4,705,671 28.7 4,297,032 28.0

資産合計 15,509,262 100.0 16,372,868 100.0 15,351,427 100.0

(平成18年9月30日） (平成19年9月30日） (平成19年3月31日）

前中間会計期間末 当中間会計期間末
前事業年度の

要約貸借対照表

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

－　7　－



大伸化学（株）（4629）　平成20年3月期　中間決算短信（非連結）

注記 構成比 構成比 構成比

番号 （％） （％） （％）

 ( 負債の部 )

Ⅰ 流動負債

   1　支払手形 ※4 4,873,414 4,486,597 4,199,285

   2　買掛金 2,774,456 2,471,499 2,416,549

   3　短期借入金 ※3 1,360,000 1,400,000 1,246,000

   4　一年以内返済予定の

      長期借入金

   5　未払法人税等 100,682 134,933 176,159

   6　賞与引当金 105,600 109,200 105,600

   7　その他 ※5 317,281 351,353 457,849

流動負債合計 9,785,484 63.1 9,387,504 57.3 8,925,364 58.1

Ⅱ 固定負債

   1　長期借入金 ※3 879,500 1,833,140 1,332,600

   2　退職給付引当金 406,555 446,725 432,744

   3　役員退職慰労引当金 107,867 125,967 116,917

固定負債合計 1,393,922 9.0 2,405,832 14.7 1,882,261 12.3

負債合計 11,179,407 72.1 11,793,337 72.0 10,807,625 70.4

( 純資産の部)

Ⅰ　株主資本

   1　資本金 729,000 729,000 729,000

   2　資本剰余金

      資本準備金 666,880 666,880 666,880

        資本剰余金合計 666,880 666,880 666,880

   3　利益剰余金

    (1) 利益準備金 86,245 86,245 86,245

    (2) その他利益剰余金

        固定資産圧縮積立金 100,173 93,840 96,897

        別途積立金 1,975,000 2,025,000 1,975,000

        繰越利益剰余金 624,311 874,710 846,352

        利益剰余金合計 2,785,730 3,079,796 3,004,495

   4　自己株式 △ 1,779 △ 1,779 △ 1,779

        株主資本合計 4,179,830 27.0 4,473,896 27.3 4,398,596 28.7

Ⅱ　評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金 150,024 105,634 145,206

        評価・換算差額等合計 150,024 1.0 105,634 0.6 145,206 0.9

        純資産合計 4,329,855 27.9 4,579,531 28.0 4,543,802 29.6

        負債純資産合計 15,509,262 100.0 16,372,868 100.0 15,351,427 100.0

※3

(平成19年３月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

254,050 433,920 323,920

(平成18年９月30日） (平成19年９月30日）

前中間会計期間末 当中間会計期間末
前事業年度の

要約貸借対照表
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(2) 中間損益計算書 　　　                            

注記 百分比 百分比 百分比

番号 （％） （％） （％）

Ⅰ 売上高 11,851,431 100.0 13,193,829 100.0 24,301,029 100.0

Ⅱ 売上原価 10,256,090 86.5 11,453,416 86.8 20,808,876 85.6

　　　売上総利益 1,595,341 13.5 1,740,412 13.2 3,492,152 14.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,389,380 11.7 1,408,461 10.7 2,789,299 11.5

　　　営業利益 205,960 1.7 331,951 2.5 702,853 2.9

Ⅳ 営業外収益 　　　　　  　※1 8,376 0.1 13,798 0.1 26,077 0.1

Ⅴ 営業外費用　 　  　　　 　※2 27,729 0.2 49,848 0.4 61,624 0.3

      経常利益 186,607 1.6 295,902 2.2 667,305 2.7

Ⅵ 特別利益　　　 　　　  　※3 55,597 0.5 5,312 0.0 57,919 0.2

Ⅶ 特別損失　　 　　　  　　※4 13,360 0.1 7,260 0.1 41,027 0.2

　 税引前中間（当期）純利益 228,844 1.9 293,954 2.2 684,198 2.8

　 法人税、住民税及び事業税 97,266 130,935 267,178

　 法人税等調整額 6,469 103,736 0.9 △ 4,076 126,859 1.0 73,144 340,323 1.4

　 中間（当期）純利益 125,108 1.1 167,094 1.3 343,874 1.4

区分

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９月30日)   至 平成19年３月31日)

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)

金額（千円）

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

金額（千円） 金額（千円）
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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）

資本剰余金

資本準備金 利益準備金
その他

利益剰余金
平成18年3月31日残高(千円) 729,000 666,880 86,245 2,666,187 △ 961 4,147,352

中間会計期間の変動額

　剰余金の配当 △ 91,812 △ 91,812

　固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

　別途積立金の積立 ― ―

　中間純利益 125,108 125,108

　自己株式の取得 △ 818 △ 818

　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) 729,000 666,880 86,245 2,699,484 △ 1,779 4,179,830

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) 163,510 163,510 4,310,862

中間会計期間の変動額

　剰余金の配当 △ 91,812

　固定資産圧縮積立金の取崩 ―

　別途積立金の積立 ―

　中間純利益 125,108

　自己株式の取得 △ 818

　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) 150,024 150,024 4,329,855

（注）その他利益剰余金の内訳

固定資産
圧縮積立金

別途積立金 繰越利益剰余金 合計

平成18年3月31日残高(千円) 110,507 1,925,000 630,679 2,666,187

中間会計期間の変動額

　剰余金の配当 △ 91,812 △ 91,812

　固定資産圧縮積立金の取崩 △ 10,334 10,334 ―

　別途積立金の積立 50,000 △ 50,000 ―

　中間純利益 125,108 125,108

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) 100,173 1,975,000 624,311 2,699,484

項目

株主資本

資本金
利益剰余金

自己株式 株主資本合計

△ 818 32,478― ― ― 33,296

評価・換算差額等
純資産合計項目

△ 13,485 △ 13,485 18,993

△ 13,485 △ 13,485 △ 13,485

50,000 △ 6,368 33,296△ 10,334
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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）

資本剰余金

資本準備金 利益準備金
その他

利益剰余金
平成19年3月31日残高(千円) 729,000 666,880 86,245 2,918,250 △ 1,779 4,398,596

中間会計期間の変動額

　剰余金の配当 △ 91,794 △ 91,794

　固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

　別途積立金の積立 ― ―

　中間純利益 167,094 167,094

　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) 729,000 666,880 86,245 2,993,550 △ 1,779 4,473,896

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) 145,206 145,206 4,543,802

中間会計期間の変動額

　剰余金の配当 △ 91,794

　固定資産圧縮積立金の取崩 ―

　別途積立金の積立 ―

　中間純利益 167,094

　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) 105,634 105,634 4,579,531

（注）その他利益剰余金の内訳

固定資産
圧縮積立金

別途積立金 繰越利益剰余金 合計

平成19年3月31日残高(千円) 96,897 1,975,000 846,352 2,918,250

中間会計期間の変動額

　剰余金の配当 △ 91,794 △ 91,794

　固定資産圧縮積立金の取崩 △ 3,057 3,057 ―

　別途積立金の積立 50,000 △ 50,000 ―

　中間純利益 167,094 167,094

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) 93,840 2,025,000 874,710 2,993,550

50,000 28,357 75,300△ 3,057

△ 39,572 △ 39,572 35,728

△ 39,572 △ 39,572 △ 39,572

項目
評価・換算差額等

純資産合計

― 75,300― ― ― 75,300

項目

株主資本

資本金
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
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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）

資本剰余金

資本準備金 利益準備金
その他

利益剰余金
平成18年3月31日残高（千円） 729,000 666,880 86,245 2,666,187 △ 961 4,147,352

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △ 91,812 △ 91,812

　固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

　別途積立金の積立 ― ―

　当期純利益 343,874 343,874

　自己株式の取得 △ 818 △ 818

　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）

― ― ― 252,062 △ 818 251,244

平成19年3月31日残高（千円） 729,000 666,880 86,245 2,918,250 △ 1,779 4,398,596

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) 163,510 163,510 4,310,862

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △ 91,812

　固定資産圧縮積立金の取崩 ―

　別途積立金の積立 ―

　当期純利益 343,874

　自己株式の取得 △ 818

　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）

△ 18,303 △ 18,303 232,940

平成19年3月31日残高（千円） 145,206 145,206 4,543,802

（注）その他利益剰余金の内訳

固定資産
圧縮積立金

別途積立金 繰越利益剰余金 合計

平成18年3月31日残高（千円） 110,507 1,925,000 630,679 2,666,187

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △ 91,812 △ 91,812

　固定資産圧縮積立金

  の取崩（注）

　別途積立金の積立 50,000 △ 50,000 ―

　当期純利益 343,874 343,874

事業年度中の変動額合計
（千円）

△ 13,609 50,000 215,672 252,062

平成19年3月31日残高（千円） 96,897 1,975,000 846,352 2,918,250

（注）　固定資産圧縮積立金の取崩項目は次のとおりであります。

       ①　平成18年６月定時株主総会決議に基づく取崩額 7,059 千円

       ②　当事業年度にかかる取崩額 6,550 千円

項目

株主資本

資本金
利益剰余金

自己株式 株主資本合計

項目
評価・換算差額等

純資産合計

△ 18,303 △ 18,303 △ 18,303

△ 13,609 13,609 ―
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書

前事業年度の

前中間会計期間 当中間会計期間 要約キャッシュ・

フロー計算書

(自平成18年4月 1日 (自平成19年4月 1日 (自平成18年4月 1日

  至平成18年9月30日)   至平成19年9月30日)   至平成19年3月31日)

注記

番号

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 228,844 293,954 684,198

     減価償却費 147,176 152,019 311,119

     為替差損益（差益：△） 243 △ 89 243

     退職給付引当金の増加額 25,443 13,981 51,632

     役員退職慰労引当金の増加額（減少：△） △ 1,750 9,050 7,300

     賞与引当金の増加額（減少:△） △ 400 3,600 △ 400

     貸倒引当金の減少額 △ 904 △ 3,258 △ 2,787

     受取利息及び受取配当金 △ 4,938 △ 6,042 △ 17,715

     支払利息 18,861 34,120 39,567

　　 有形固定資産売却益 △ 657 △ 2,213 △ 2,112

     有形固定資産売却損 284 2,902 25,298

     有形固定資産除却損 4,604 2,778 6,642

     保険解約益 △ 756 △ 801 △ 2,993

　　 受取保険金 △ 53,020 ― △ 53,020

     保険解約損 245 273 373

     売上債権の増加額 △ 1,130,879 △ 605,638 △ 918,807

     たな卸資産の減少額（増加：△） △ 167,914 244,026 △ 282,820

　　 預け金の増加額 △ 95,985 △ 77,650 △ 134,213

     前払年金費用の減少額（増加：△） △ 2,124 73 △ 2,314

     その他流動資産の減少額（増加：△） 139,481 △ 10,856 139,784

     その他投資等の減少額（増加：△） 7,035 △ 616 12,254

     仕入債務の増加額 1,624,588 339,327 648,764

     未払債務の増加額 17,741 5,524 27,555

     その他流動負債の増加額（減少：△） 5,573 △ 2,618 8,100

     小計 760,792 391,846 545,650

     利息及び配当金の受取額 12,408 13,754 17,559

     利息の支払額 △ 16,479 △ 28,918 △ 38,605

     法人税等の支払額 △ 163,355 △ 169,884 △ 258,489

 営業活動によるキャッシュ・フロー 593,365 206,798 266,114

金額（千円）区分 金額（千円） 金額（千円）
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前事業年度の

前中間会計期間 当中間会計期間 要約キャッシュ・

フロー計算書

(自平成18年4月 1日 (自平成19年4月 1日 (自平成18年4月 1日

  至平成18年9月30日)   至平成19年9月30日)   至平成19年3月31日)
注記

番号

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

     投資有価証券の取得による支出 △ 475 △ 496 △ 971

     有形固定資産の取得による支出 △ 365,465 △ 706,934 △ 639,777

     有形固定資産の売却による収入 2,835 6,232 72,556

     無形固定資産の取得による支出 △ 13,137 △ 11,327 △ 20,892

     貸付による支出 △ 300 ― △ 800

     貸付金の返済による収入 3,629 4,651 8,493

     保険積立による支出 △ 8,700 △ 11,894 △ 17,123

     保険解約による収入 6,551 2,566 9,784

     保険金受取額 55,819 ― 55,819

     その他投資等の減少額 ― 5,550 ―

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 319,244 △ 711,652 △ 532,911

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：△） 180,000 154,000 66,000

　　 長期借入れによる収入 250,000 800,000 950,000

     長期借入金の返済による支出 △ 181,860 △ 189,460 △ 358,890

     自己株式の取得による支出 △ 818 ― △ 818

　　 配当金の支払額 △ 91,812 △ 91,794 △ 91,812

 財務活動によるキャッシュ・フロー 155,509 672,746 564,479

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 429,631 167,891 297,682

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 927,193 1,224,876 927,193

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 1,356,824 1,392,767 1,224,876

金額（千円）区分 金額（千円） 金額（千円）
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 (5)中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

 

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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日前 1 ヶ月の市

場価格等の平均に基づく

時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均

法により算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産 

評価基準：原価法 

評価方法 

商品・製品・原材料 

―総平均法 

貯蔵品― 終仕入原価法

(3) デリバティブ取引 

時価法 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(2) たな卸資産 

同左 

 

 

 

 

(3) デリバティブ取引 

同左 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日前１ヶ月の市場価

格等の平均に基づく時価

法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は主として移動

平均法により算定） 

時価のないもの 

同左 

(2) たな卸資産 

同左 

 

 

 

 

(3) デリバティブ取引 

同左 

2 固定資産の減価

償却の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産 

定率法（ただし、平成 10

年４月１日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）

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 

４～９年

(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。 

(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 

          ４～９年
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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）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用

しております。 

(3) 長期前払費用 

均等償却をしております。

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

均等償却し、減価償却費 

に含めて計上する方法に

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 

同左 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 
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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）

3 引当金の計上基

準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 貸倒引当金 

営業債権等の貸倒れによ

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。 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備

えるため、賞与支給見込額

の当中間会計期間負担額

を計上しております。 

(3) 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、

当中間会計期間末におい

て発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数（12 年）による定率法

により、翌事業年度から費

用処理しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出

に備えて、内規に基づく中

間期末要支給額を計上し

ております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備

えるため、翌期支給見込額

のうち当期負担分を計上

しております。 

(3) 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。 

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数（12 年）による定率法

により、翌事業年度から費

用処理しております。 

 

 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員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

して処理しております。 

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

処理しております。 
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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）

5 リース取引の処

理方法 

 

 

 

 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 同左 

6 ヘッジ会計の方

法 

(1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、

ヘッジ会計の特例処理の

要件を満たしております

ので、特例処理を採用して

おります。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

･････金利スワップ取引 

ヘッジ対象 

･････借入金の利息 

(3) ヘッジ方針 

将来の金利の変動による

リスク回避を目的に行っ

ており、対象債務の範囲内

でヘッジを行っておりま

す。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ会計の特例処理に

よっている金利スワップ

であるため中間決算日に

おける有効性の評価を省

略しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

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 

同左 

 

 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ会計の特例処理に

よっている金利スワップ

であるため決算日におけ

る有効性の評価を省略し

ております。 

7 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 

 

中間キャッシュ･フロー計算書

における資金（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

投資からなっております。 

同左 キャッシュ･フロー計算書にお

ける資金（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

資からなっております。 

8 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について 

消費税及び地方消費税の会

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について 

同左 

 

 

消費税等の会計処理について 

同左 
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 (6)中間財務諸表作成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

する会計基準等） 

当中間会計期間から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成 17 年 12 月９

日 企業会計基準第５号）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成 17 年 12 月９日 企業会計

基準適用指針第８号）を適用しており

ます。 

これによる損益に与える影響はありま

せん。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は 4,329,855 千円でありま

す。 

中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 

――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

当事業年度から「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）を適用しております。 

なお、従来の資本の部の合計に相当す

る金額は 4,543,802 千円であります。

また、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における財務諸表の純資産

の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。 
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(7)中間財務諸表に関する注記事項 

 

 （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 

 

 

 

 

 

 

 

※2 

 

※3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※5 

 

 

 

債権流動化による譲渡残高 

受取手形 2,187,441 千円 

預け金 481,237 

（譲渡済売上債権未回収分） 

預け金は譲渡済売上債権の

うち、債権買取会社への中間

期末現在の必要留保金額であ

ります。 

有形固定資産の減価償却累計額 

 4,458,645 千円 

借入金の担保に供されている有

形固定資産 

建物 419,832 千円 

土地 556,740  

計 976,572 

上記に対応する債務 

短期借入金 506,620 千円 

一年以内 

返済予定の 

長期借入金 

 147,880 

長期借入金 465,500 

計 1,120,000 

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おります。 

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

間会計期間末日満期手形が、中間

会計期間末残高に含まれており

ます。 

受取手形 1,227 千円 

支払手形 913,351 

消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等は、

相殺のうえ、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

※1 

 

 

 

 

 

 

 

※2 

 

※3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※5 

 

 

債権流動化による譲渡残高 

受取手形 2,845,874 千円

預け金 597,115 

（譲渡済売上債権未回収分） 

同左 

 

 

 

有形固定資産の減価償却累計額 

 4,681,297 千円

借入金の担保に供されている有

形固定資産 

建物 401,470 千円

土地  556,546 

計 958,016 

上記に対応する債務 

一年以内 

返済予定の 

長期借入金 

 2,000 千円

長期借入金 1,118,000 

計 1,120,000 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

受取手形 359 千円

支払手形 343,350 

消費税等の取扱い 

同左 

※1

 

 

 

 

 

 

 

※2

 

※3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※5

 

 

債権流動化による譲渡残高は下記

のとおりであります。 

受取手形 2,734,026 千円 

預け金 519,464 

（譲渡済売上債権未回収分） 

 預け金は譲渡済売上債権のう

ち、債権買取会社への期末現在

の必要留保金額であります。 

有形固定資産の減価償却累計額 

 4,567,592 千円 

有形固定資産中下記のものが借入

金の担保に供されております。 

建物 406,918 千円 

土地 556,546  

計 963,464 

上記に対応する債務 

短期借入金 113,500 千円 

一年以内 

返済予定の 

長期借入金 

 192,000 

長期借入金 814,500  

計 1,120,000 

期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処

理しております。 

なお、当期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、期末残高に含まれておりま

す。 

受取手形 639 千円 

支払手形 1,035,176 

 

―――――― 
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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 

 

 

 

※2 

 

 

 

※3 

 

 

 

※4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

 

 

営業外収益の主要項目 

受取利息 3,381 千円 

受取配当金 1,557 

保険返戻金 756 

営業外費用の主要項目 

支払利息 18,861 千円 

手形売却損 8,379 

保険解約損 245 

特別利益の主要項目 

受取保険金 53,020 千円 

貸倒引当金戻入益 1,920 

車両運搬具売却益 657 

特別損失の主要項目  

海外税金還付 

請求否認損失 7,736 千円 

機械及び装置 

除却損 2,126 

構築物除却損 1,370 

なお、「海外税金還付請求否認

損失」は、過年度に整理した海

外子会社に係る税金還付請求

の否認確定額であります。 

減価償却実施額 

有形固定資産 142,820 千円 

無形固定資産 4,356 

※1

 

 

 

※2

 

 

 

※3

 

 

 

※4
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営業外収益の主要項目 

受取利息 3,750 千円

受取配当金 2,292 

保険返戻金 801 

営業外費用の主要項目 

支払利息 34,120 千円

手形売却損 15,453 

保険解約損 273 

特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益  3,093 千円

車両運搬具売却益 427 

土地売却益 1,562 

特別損失の主要項目  

建物売却損    4,062千円

機械及び装置 

除却損 2,236 

 

 

 

 

 

 

減価償却実施額 

有形固定資産 148,277 千円

無形固定資産 3,742 

※1

 

 

 

※2

 

 

 

※3

 

 

 

※4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

営業外収益の主要項目 

受取利息 6,913 千円

受取配当金 10,801 

保険返戻金 2,993 

営業外費用の主要項目 

支払利息 39,567 千円

手形売却損 21,120 

 

特別利益の主要項目 

受取保険金 53,020 千円

貸倒引当金戻入益 2,787 

固定資産売却益 2,112 

特別損失の主要項目 

固定資産売却損 25,298 千円

固定資産除却損 6,642 

海外税金還付 

請求否認損失 7,736 

なお、「海外税金還付請求否認

損失」は、過年度に整理した海

外子会社に係る税金還付請求

の否認確定額であります。 

 

減価償却実施額  

有形固定資産 301,759 千円

無形固定資産 9,359 
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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．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 4,592,000 ― ― 4,592,000 

 

   ２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 1,400 900 ― 2,300 

（変動理由の概要） 

  増加数は単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

   ３．新株予約権等に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

   ４．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 91,812 20 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６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） 

   １．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 4,592,000 ― ― 4,592,000 

 

   ２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 2,300 ― ― 2,300 

 

   ３．新株予約権等に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

   ４．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 91,794 20 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 29 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．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 4,592,000 ― ― 4,592,000 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 1,400 900 ― 2,300 

（変動理由の概要） 

  増加数は単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

４．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 91,812 20 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６月 30 日 

 

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

決議 株式の種類 配当の原資 

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 利益剰余金 91,794 20 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 29 日 

 

 

 

 

 （中間キャッシュ･フロー計算書関係） 

 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

 至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

 至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

 至 平成 19 年３月 31 日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 1,810,824 千円 

現金及び現金同等物 1,356,824 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△454,000 

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 

現金及び預金勘定 1,846,767 千円

現金及び現金同等物 1,392,767 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△454,000 

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 

現金及び預金勘定 1,678,876 千円

現金及び現金同等物 1,224,876 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△454,000 
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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） 

1  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 工 具 器

具・備品 

ソフト 

ウエア 
合計 

取得価額 
千円 千円 千円 

相当額 102,890 90,319 193,210 

減価償却 

累計額 

相当額 

51,985 44,046 96,031 

中間 

期末残高 

相当額 

50,905 46,273 97,178 

（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年以内 31,503 千円 

１年超 65,675  

合 計 97,178 

（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 18,940 千円 

減価償却費相当額 18,940 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっており

ます。 

1  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 工 具 器

具・備品

ソフト

ウエア
合計 

取得価額
千円 千円 千円

相当額 123,721 84,043 207,765

減価償却

累計額 

相当額 

53,738 40,721 94,460

中間 

期末残高

相当額 

69,982 43,322 113,305

（注） 

同左 

 

 

 

（2）未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 36,840 千円 

１年超 76,464  

合 計 113,305 

（注）      同左 

 

 

 

 

 

（3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 19,619 千円 

減価償却費相当額 19,619 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

1  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 工 具 器

具・備品 

ソフト

ウエア
合計 

取得価額 
千円 千円 千円

相当額 106,256 90,319 196,576

減価償却 

累計額 

相当額 

60,928 51,216 112,145

期末残高 

相当額 
45,327 39,103 84,431

（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年以内 29,633 千円 

１年超 54,797  

合 計 84,431 

（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 35,054 千円 

減価償却費相当額 35,054 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

 

 前中間会計期間末（平成 18 年 9 月 30 日） 

 

1 時価のある有価証券 

区分 
取得原価 

（千円） 

中間貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

その他有価証券    

株式  102,974  374,613  271,638 

計  102,974  374,613  271,638 

 

 

2 時価評価されていない有価証券 

内容 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式  37,892 

（注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、当該株式の減損にあたっては、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おります。 

 

 

当中間会計期間末（平成 19 年 9月 30 日） 

 

1  時価のある有価証券 

区分 
取得原価 

（千円） 

中間貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

その他有価証券    

株式  103,966  301,594  197,628 

計  103,966  301,594  197,628 

 

 

2  時価評価されていない有価証券 

内容 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式  37,384 

（注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、当該株式の減損にあたっては、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おります。 
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前事業年度末（平成 19 年 3 月 31 日） 

 

1  時価のある有価証券 

区分 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

その他有価証券    

株式  103,470  367,065  263,595 

計  103,470  367,065  263,595 

 

 

2  時価評価されていない有価証券 

内容 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式  37,847 

（注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、当該株式の減損にあたっては、当事業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おります。 
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(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) 

該当事項はありません。 

なお、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。 

 
当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

なお、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。 

  
前事業年度末(平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

なお、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。 

 

(持分法損益等) 
 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

  
当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

  
前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

 
 
 (ストック・オプション等関係) 

 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  
当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  
前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 
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(企業結合等関係) 

 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  
当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  
前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 
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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 943 円 39 銭 

 

1 株当たり中間純利益 27 円 26 銭 

 

潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益に

ついては、当社は潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

1 株当たり純資産額 997 円 78 銭 

 

1 株当たり中間純利益 36 円 41 銭 

 

同左 

1 株当たり純資産額 989 円 99 銭 

 

1 株当たり当期純利益 74 円 92 銭 

 

潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益に

ついては、当社は潜在株式が存在しない

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 

 

２. １株当たり中間（当期）純利益 

 

 

（重要な後発事象） 

 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

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) 

中間貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）  4,329,855  4,579,531  4,543,802 

普通株式に係る純資産額（千円）  4,329,855  4,579,531  4,543,802 

普通株式の発行済株式数（株）  4,592,000  4,592,000  4,592,000 

普通株式の自己株式数（株）  2,300  2,300   2,300 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数（株） 
 4,589,700  4,589,700  4,589,700 

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)

中間損益計算書上の中間（当期）純利益（千円）  125,108  167,094  343,874 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円）  125,108  167,094  343,874 

普通株主に帰属しない金額（千円）  ―  ―  ― 

普通株式の期中平均株式数（株）  4,589,759  4,589,700  4,589,730 
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５．生産、受注及び販売の状況
(1) 生産実績

       (単位：千円）

金額 前年同期比(%)

 ラッカーシンナー類 42,076 10.9
 合成樹脂塗料用シンナー類 58,997 13.0
 洗浄用シンナー類 △ 62,399 △ 5.4
 印刷用溶剤類 257,418 11.4
 特殊シンナー類 99,401 8.3
 単一溶剤類 713,741 15.9
 エタノール・その他 204,965 48.8

      合　　　　　計 1,314,201 12.7

（注）金額は販売価格で表示されており、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績
       (単位：千円）

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高
 ラッカーシンナー類 382,977 2,880 423,241 3,495 40,263 615

 合成樹脂塗料用シンナー類 450,047 3,097 503,944 3,565 53,897 468

 洗浄用シンナー類 1,143,270 34,834 1,131,287 34,824 △ 11,983 △ 9

 印刷用溶剤類 2,256,403 6,778 2,507,314 9,211 250,910 2,432

 特殊シンナー類 1,192,724 29,491 1,250,034 25,081 57,310 △ 4,410

 単一溶剤類 4,457,121 63,257 5,155,110 68,571 697,988 5,313

 エタノール・その他 403,010 5,551 385,603 4,715 △ 17,407 △ 835

     合　　　　　　計 10,285,555 145,891 11,356,536 149,465 1,070,980 3,573

（注）金額は販売価格で表示されており、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績
       (単位：千円）

金　額 前年同期比(%)

 ラッカーシンナー類 41,758 10.9

 合成樹脂塗料用シンナー類 56,123 12.5

 洗浄用シンナー類 △ 18,232 △ 1.6

 印刷用溶剤類 249,188 11.0

 特殊シンナー類 69,390 5.9

 単一溶剤類 706,515 15.9

 エタノール・その他 △ 15,148 △ 3.8

 単一溶剤直送品 292,923 21.6

 その他商品 △ 40,123 △ 17.9

     合　　　　　　計 1,342,397 11.3

（注）金額は販売価格で表示されており、消費税等は含まれておりません。
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期　別

　　　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 )

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

　
     　 比較増減
       （△は減）

　　　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 )

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

　
     　 比較増減
       （△は減）

　　　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 )

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

　
     　 比較増減
       （△は減）
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