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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） 
  （平成 19 年 3 月期末より連結財務諸表を作成しているため、前中間連結会計期間の数値は記載しており

ません。） 
 (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 
18 年９月中間期 

 14,177 － 
           －   － 

    582 －
           －   －

          508    － 
           －   － 

    119 －
           －   － 

19 年３月期   24,888    －      986    －          889    －      418    － 
 

 
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 

         7 01 
            － － 

         7 00
            － －

19 年３月期         24  60         24  53
(参考) 持分法投資損益  19 年９月中間期 △20 百万円  18 年９月中間期 －百万円  19 年３月期 －百万円 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

24,242 
－ 

4,509
－

18.6 
－ 

265  39
－  －

19 年３月期 23,113 4,416 19.1 259  95
(参考) 自己資本   19 年９月中間期 4,509 百万円 18 年９月中間期 －百万円  19 年３月期 4,416 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

3,073 
－ 

△2,122
－

970 
－ 

3,853
－

19 年３月期 835 △1,982 1,345 1,695
 
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  3 00 3 00

19 年９月期   

20 年３月期（予想）       3 00
     3 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 27,600    10.9 845   △14.4 635   △28.6 155   △62.9 9 12

 
 
 



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）  有 
新規 1 社（社名 天昇ポーランドコーポレーション有限会社 ） 除外 －社 
(注) 詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 
(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 
  ②①以外の変更          無 
(注) 詳細は、18ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 19 年９月中間期 17,014,000 株 18 年９月中間期 17,014,000 株  
19 年３月期   17,014,000 株 

②期末自己株式数          19 年９月中間期     23,053 株 18 年９月中間期   21,283 株 
                                   19 年３月期       22,208 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、40 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 
18 年９月中間期 

   13,748    29.9
10,584   △0.6

     588    90.8
308  △44.1

     537   103.8 
263  △47.6 

   153   △3.1
158  △41.7

19 年３月期    24,303    10.4       921    25.4       827    25.8     363     0.7
 

 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円 銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

          9  02
          9  31

19 年３月期   21  39
 
(2)個別財政状態 

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

 百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

23,824
21,172

4,359
4,147

18.3 
19.6 

256  56
244  09

19 年３月期 22,964 4,306 18.8 253  47
(参考) 自己資本  19 年９月中間期 4,359 百万円  18 年９月中間期 4,147 百万円 

   19 年３月期   4,306 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 26,600    9.5 950    3.1 780  △5.7 305 △16.1 17 95

 
 
 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

   添付の財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお

りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。なお、比較を容易にす

るため、前事業年度についても百万円単位に組替え表示しております。 
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Ⅱ 定性的情報・財務諸表等 

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、企業収益の改善や堅調な民間設備投資などによ

り、景気は穏やかな回復を続けてまいりました。しかし、一方では、原油価格の高騰による原

材料価格の上昇やサブプライムローン問題に端を発する米国経済の減速、為替の動向等経営環

境は先行きに不透明感を残しました。 

当グループが属します合成樹脂成形加工業界は、お客様の海外における現地生産化が進むと

ともに、ここ数年来素材価格の値上がりが続き依然として厳しい環境にあります。 

このような状況の中、当グループはお客様の現地生産化に対応するため天昇ポーランドコー

ポレーションを平成 18 年 12 月 20 日に設立し新たに連結対象子会社としました。また、天昇ア

メリカコーポレーションを平成 19 年１月 24 日に設立し持分法適用会社といたしました。天昇

ポーランドコーポレーションは資本金 20 億円（当社出資比率 60％）で薄型ＴＶ部品の製造販

売を目的に、ポーランド共和国トルン市郊外に約 70 千㎡の土地を取得し、約 15 千㎡の工場を

建設中であります。本格稼動は来年 2 月を予定しておりますが、一部部品につきましては現地

の成形メーカーへ発注し、得意先への納入を開始いたしております。また、天昇アメリカコー

ポレーションも資本金 15 億 77 百万円（当社出資比率 37.5％）で薄型ＴＶ部品の製造販売を目

的とし、工場はメキシコ共和国ロサリート地区に土地約 80 千㎡を取得し、約 22 千㎡の工場を

建設中であります。本格稼動は来年 2月を予定しております。 

更に、国内においても自動車関連設備および金型投資を中心に積極的な設備投資を進めてま

いりました。 

この結果、当中間連結会計期間は、売上高 141 億 77 百万円、営業利益 5 億 82 百万円、経常

利益 5 億 8 百万円となりました。特別損失には、誠に遺憾ながら取引先の自己破産に伴う貸倒

損失 2 億 51 百万円、健康寝具製造販売からの撤退損 1 億 19 百万円を計上したことにより当中

間純利益は１億 19 百万円となりました。 

なお、当グループは、前連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前中間連結会

計期間との比較はいたしておりません。 

 

 部門別の営業概況 

「成形関連事業」 

家電外装部品は、期初より受注が好調に推移し前年同期と比較して大幅な売上増となって

おります。自動車部品も新型立上げが寄与し売上増となっております。遊技機関連部品は新

型の受注がなく前年同期比大幅な減収となりました。 

物流産業資材では、医療用廃棄物容器「ミッペール」は新規販売ルート開拓等の効果によ

り売上を伸ばしております。金型についても、家電外装部品用および自動車部品用金型が好

調に推移いたしました。 

以上の結果、成形事業の売上高は 140 億 27 百万円、営業利益は 4 億 76 百万円となりまし

た。 

「不動産関連事業」 

当グループの不動産事業は、相模原市所在の賃貸建物と二本松市所在土地、伊那市所在の

賃貸建物から構成されております。 

当中間連結会計期間の売上高は１億 50 百万円、営業利益は１億 6百万円となりました。 
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（連結）      （単位：百万円） 

当 中 間 期  
売上高 構 成 比 

成形事業 14,027 98.9%

不動産事業 150 1.1 

合   計 14,177 100.0 

 
 

(2) 財政状態に関する分析 

当グループは、前連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前中間連結会計期間

との比較はいたしておりません。 
 
① 資産、負債および純資産の状況 

当中間連結会計期間末の総資産は 242 億 42 百万円となりました。流動資産は 136 億 92 百

万円となり、その主なものは、現金及び預金 39 億 59 百万円、売掛金 64 億 83 百万円であり

ます。 

有形固定資産は 88 億 41 百万円、その主なものは、建物 31 億 65 百万円、機械及び装置 11

億 92 百万円、土地 23 億 4 百万円であります。 

無形固定資産は、ソフトウェアを中心に 74 百万円、投資その他の資産は 16 億 33 百万円と

なり、その主なものは投資有価証券 15 億 24 百万円であります。 

流動負債は、135 億 95 百万円となりました。その主なものは支払手形 22 億 25 百万円、買

掛金 61 億 38 百万円、1 年以内に返済する長期借入金 14 億 67 百万円であります。固定負債

は 61 億 38 百万円となり、その主なものは、社債 11 億 50 百万円、長期借入金 41 億 60 百万

円であります。純資産は、45 億 9 百万円となりました。この結果、自己資本比率は 18.6％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現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 38 億 53 百

万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において営業活動の結果、増加した資金は 30 億 73 百万円となりま

した。これは主に、減価償却費 5 億 44 百万円および営業債権 24 億 18 百万円減少のプラス

要因があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は 21 億 22 百万円となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得による支出 14 億 79 百万円および投資有価証券の取

得による支出 6億 30 百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は 9 億 70 百万円となりました。

これは主に、長期借入金による収入 20 億円、長期借入金の返済 7 億 44 百万円によるもの

であります。 
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 第 82 期中間期 
平成 19 年９月 30 日 

自己資本比率（％） 18.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 16.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 1.5 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 39.1 

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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※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。 

※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。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 

当グループは、企業価値の最大化を図ることを経営の基本方針としております。そのために

は経営環境の変化にも対応できる経営体質を維持し、強化することが肝要であると考え、内部

留保の蓄積および活用を図りながら継続的に安定した利益を得ることを目指しております。 
得られた利益は、既存コア事業の拡充や新規事業の推進等に備えて蓄積する内部留保の源泉であ

り、また継続・安定した利益還元を図る源泉であると認識し、両者の調和に留意の上、業績に応じ

た利益配分を行うことを基本方針として考えております。 
当期の中間配当につきましては、利益配分に関する基本方針を踏まえ、無配といたしました。 

また、期末配当金につきましては、1株につき 3円とさせていただく予定であります。 

 
 

(4) 通期の見通し 

今後の経済の見通しにつきましては、米国の景気動向は先行き不安定さを増し、日本国内の

景気にもその影響が懸念されるところではありますが、個人消費や企業設備投資の伸びが期待

され、緩やかな回復基調が持続するものと思われるものの、楽観を許さない状況が続くことが

予想されます。 

このような環境下において、当グループといたしましては、国内では、本年 2 月から稼動し

ました埼玉工場第 2 工場棟の大型成形機の稼動を高めて、主に自動車製品の拡販に努めてまい

ります。 

一方海外では、天昇ポーランドコーポレーションは来年 2 月に本格稼動を予定しており、初

期投資における経費等の負担は大きくならざるを得ないところであります。 

このような状況を踏まえ、国内においては、受注・売上の拡大、一層の経費節減を進めてま

いります。 

通期の業績予想につきましては、連結売上高 276 億円、営業利益 8 億 45 百万円、経常利益 6

億 35 百万円、当期純利益１億 55 百万円を予想しております。 
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(5) 事業等のリスク 

①事業展開とリスク 

当グループは国内 5 工場でプラスチック成形品の生産を行っており、物流産業資材につい

ては物流業など、家電外装部品については家電・ＯＡメーカーなどの国内の需要動向に左右

されることがあります。また、天昇塑料（常州）有限公司では、プラスチック成形品の生

産・販売を行っておりますが、現地の法規制やインフラ（電力、水、輸送等）、治安の悪化、

労働争議など様々なリスクが存在しています。 

また、天昇ポーランドコーポレーションでは、現在工場建設中でありますが、現地の法規

制やインフラ、など様々なリスクが存在しています。 

国内および海外の景気動向や競争状況、カントリーリスク等から所期の成果を挙げられな

い可能性があります。 

②仕入および販売方針 

原料仕入にあたっては、コスト削減を図るべく努力を行っておりますが、昨今の石油価格

高騰による樹脂素材価格の上昇で、原材料の価格上昇が継続しております。原材料の価格上

昇を製品へ転嫁することを営業施策の最重要課題として取り組んでおりますが、販売情勢が

厳しく製品価格へ転嫁できないリスクが存在します。 

これにより、当社の業績と財務状況が悪化する可能性があります。 

③景気変動、経済情勢のリスク 

国内において、様々なプラスチック製品の製造・販売を行っており、様々な業界の景気動

向の影響を受けますが、特に主要製品の販売先であります家電・ＯＡメーカーなどの需要状

況、競争状況の影響があります。また、海外での景気や経済情勢は、海外での需要および競

合状況に影響を与え、直接および間接的に当社の業績に影響を与えます。ただし、これらは、

多くの企業に共通するリスクでもあり、必ずしも当社に特有のものではありません。 

④特定の取引先への依存に係るもの 

当グループの主要取引先は主に家電・ＯＡメーカーであり、現在は安定した取引が継続し

ております。しかしながら、大手家電・ＯＡメーカーは厳しい主導権争いが展開されており、

景気変動や競争激化、海外展開などにより、当社製品の納入の継続が困難となるリスクがあ

ります。これにより、当社の業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑤特定の製品、技術への依存に係るもの 

当グループの主要製品であります家電外装部品は、技術力に支えられたものであり、継続

的にお客様に供給されうる製品と認識しております。しかしながら、市場ニーズの変化は激

しく、技術・製品開発力や販売ルートの確保には、その性質から当然に不確実性があり、多

様なリスクを伴います。よって、技術・製品開発力や販売力において競争力を維持できない

場合には、将来の成長性、収益性を低下させ、当社の業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能

性があります。 
⑥法的規制 

当グループの国内工場及び海外法人工場での生産活動においては、環境・リサイクル関連

法などの法的規制を受けております。各工場にはそれぞれの規制に対する法的資格取得者を

配置し、規制遵守に努めておりますが、これらの規制を遵守できなかった場合、一時的に操

業停止等の罰則を受ける可能性があります。 
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  ２．企業集団の状況 
当グループの企業集団は、当社及び子会社３社、関連会社２社、その他の関係会社３社により構

成され、成形関連事業においては家電外装部品、自動車部品、物流産業資材、健康機器、金型の製

造販売、不動産賃貸関連事業においては建物の賃貸を主な内容として事業を展開しております。 
当グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。 
成 形 関 連 事 業……当社が製造販売を行っております。 

健康寝具などの健康機器は当社が製造し、子会社天昇キャップロール販

売(株)に販売業務を委託しております。 

物流産業資材は当社が製造販売するほか、その他の関係会社三甲株式会

社及び三井物産株式会社においても販売しております。また、三甲株式

会社が製造販売している物流産業資材については、当社においても販売

しております。 

家電外装部品は、当社が製造販売するほか、天昇塑料（常州）有限公司

においても、製造販売をしております。 

金型は当社が製造販売するほか、三甲株式会社並びに天昇ポーランドコ

ーポレーションにも販売しております。 

不動産賃貸関連事業……株式会社ユニリビングに建物の賃貸をおこなっているほか、二本松市の

土地、伊那市の建物の賃貸をおこなっております。 
上記の企業集団等の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

得

意

先

三 甲 株 式 会 社

< そ の 他 の 関 係 会 社 >

天 昇 塑 料 （ 常 州 ） 有 限 公 司

＜  連  結  子  会  社  ＞

 天昇キャップロール販売株式会社※１

不動産賃貸事業

成 形 事 業

三 井 物 産 株 式 会 社

< そ の 他 の 関 係 会 社 >

三 甲 不 動 産 株 式 会 社

< そ の 他 の 関 係 会 社 >

天 

昇 

電 

気 

工 

業 

株 

式 

会 

社 

天昇ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ有限会社

＜  連  結  子  会  社  ＞

天昇アメリカコーポレーション

＜  持 分 法 適 用 関 連 会 社  ＞

※２ 
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※１ 当該子会社は、重要性が乏しいため非連結子会社としております。 
 ２ その他の関係会社である三甲不動産株式会社との取引はありません。 
 
 
 
（１） 関係会社の状況 

 
議決権の 

所有(被所有)割合 
名称 住所 資本金又は 

出資金 
主要な 
事業の内容 所有割合

(％) 

被所有
割合
(％)

関係内容 

（連結子会社) 
 天昇塑料（常州）有限
公司 

 
中国江蘇省 
常州市 
 

300 百万円

産業用プラ
スチック製
品の製造販
売 

100.0 ― 
商品の購入並びに当社
製品及び材料等の販売
役員の兼任 3 名 

（連結子会社) 
 天昇ポーランドコーポ
レーション有限会社 

ポーランド共
和国トルン市 50 百万 PLN

産業用プラ
スチック製
品の製造販
売 

60.0 ― 材料並びに金型の販売役員の兼任 １名 

（持分法適用関連会社) 
 天昇アメリカコーポレ
ーション 

アメリカ合衆
国サンディエ
ゴ市 

1,360 万米ﾄﾞﾙ

産業用プラ
スチック製
品の製造販
売 

37.5 ― 役員の兼任 ４名 

（その他の関係会社) 
 三甲不動産株式会社 岐阜県瑞穂市 10 百万円 不動産賃貸 ― 34.6 役員の兼任 1 名 

（その他の関係会社） 
 三甲株式会社 岐阜県瑞穂市 480 百万円

産業用プラ
スチック製
品の製造販
売 

2.0 34.6 
(34.6) 

企業提携契約に基づ
き、三甲株式会社の商
品及び材料の購入並び
に当社製品及び材料等
の販売 
役員の兼任 ２名 

（その他の関係会社） 
 三井物産株式会社 

東京都 
千代田区 336,417 百万円 総合商社 ― 20.4 材料の購入並びに当社製品の販売 

(注) １ 三井物産株式会社は有価証券報告書を提出しております。三甲不動産株式会社および三
甲株式会社は有価証券報告書を提出しておりません。 

２ 「議決権の所有(被所有)割合」欄の(内書)は間接所有であり、外書は緊密な者等の所有
割合であります。 

３ 三甲不動産株式会社及び三甲株式会社の資本金の額は、平成 19 年 5 月 31 日現在の金額
であります。 
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 ３．経営方針 
 
(1) 会社の経営の基本方針 

当グループは、合成樹脂成形加工メーカーとして、常にお客様のニーズにあった製品を提供

し続けることにより、健全な成長と企業価値の増大を目指してまいります。また、事業環境の

変化に即応する挑戦的な企業活動を実践し、全てのステークホルダーの皆様にとって存在価値

のある企業となることを基本方針として、下記の「経営理念」、「行動指針」、「管理職心

得」をグループ全社に周知徹底しております。 
経 営 理 念 
・継続的発展の下に企業価値を高め、それを支える適正利益の確保に社内の力を結集する。 
・法令遵守に留まらず、高い倫理観と透明性を保持した品格を保ち、リスク・コントロール、

業務の効率性･適正性確保による健全経営に努める。 
・株主、従業員、取引先、コミュニティなど多様なステークホルダーとの信頼関係の構築に努

め、社会貢献・環境保全・安全性への配慮を心掛ける。 
行 動 指 針 
基 本 方 針：“お客様第一”“お客様の満足を得る積極的な物造り”に努め、企業価値

の増大と有用且つ安定した産業貢献を図る。 
事業運営方針：“日本一の品質･適時納期・スピード・サービス”により、お客様から信

頼･評価される企業を目指す。 
行 動 規 範： 社会の一員としての自覚を持ち、内外の法令を遵守し、高い倫理観・良

識･責任感のある行動をとる。 
管理職心得・ 
行動力基本動作：堅実で、整然として礼儀正しく、活力と情熱溢れる企業風土を醸成する。 

 
(2) 目標とする経営指標 
当グループは、収益性を測る指標として、投下された総資産が利益獲得のためにどれほど効

率的に利用されたかを表すＲＯＡ（総資本利益率）を、また財務の安定性を図る指標として、

総資産に占める株主資本の割合を表す株主資本比率を重視しております。 

経営目標としては、ＲＯＡ７％以上、株主資本比率 30％を目標といたしておりますが、当中

間連結会計期間末におけるＲＯＡは 0.5％、株主資本比率は 17.4％であります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当グループは、創業以来、家電外装部品の合成樹脂成形事業を柱として、お客様のニーズに

応えるべく射出成形用金型および家電外装部品、精密機構部品、自動車部品、物流産業資材の

開発・供給に注力し、製品の多様化と品質の向上に努めてまいりました。 

今後もお客様の生産拠点の海外移転或いは海外強化は続くことが予想されますが、当グルー

プのデザインから製品設計・構造解析・金型設計・金型製作・成形・塗装・組立までと一貫し

た生産体制を持つ企業として、新しい領域および難易度の高い成形品についての国内・海外の

需要を充分開拓できるものと認識しております。 

また、徹底した原価の低減、品質・技術力の向上がグローバルな競争に打ち勝ち、企業の存

続・発展に繋がるものと確信しております。 

しかしながら、海外消費地における製品需要の増大に伴い、大手家電メーカーを中心として、

全世界を対象とした生産体制に移行しております。このような状況下、当グループの主力生産

品であります家電外装部品に対する海外生産の重要性もますます高まっております。このため、

平成 18 年 12 月にポーランド共和国トルン市に現地法人を設立し工場建設に着手し、来年 2 月

本格稼動を予定しております。また、本年 1 月にはアメリカ合衆国カリフォルニア州に現地法

人を設立しメキシコ合衆国ロサリート地区での来年 2 月本格稼動に向け準備を進めております。

両工場が稼動いたしますと、日本、中国（天昇塑料）、ヨーロッパ、北米の世界 4 ヶ所よりの

供給が可能となり、お客様の要求にお応えできる体制となります。 
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(4) 会社の対処すべき課題 

当グループは、「“お客様第一、お客様の満足を得る積極的な物造り”に努め、企業価値の

増大と有用且つ安定した産業貢献を図る」を基本方針とし、「“日本一の品質・適時納期・ス

ピード・サービス”により、お客様から信頼・評価される企業を目指す」を事業運営方針とし

て活動しております。 

当中間連結会計期間は、海外展開を本格的に開始し今後の業績拡大を図っていく重要な期間

であり、そのために、グループ社員全員に再度事業経営方針の徹底を図り、お客様の多様なニ

ーズにお応えすべく次の重点課題の達成に向け邁進してまいります。 

また、当連結中間会計期間において、取引先の自己破産申請により多額の貸倒損失を計上い

たしております。今後とも債権管理の強化を図り再発防止に努めてまいります。 

成形事業 

・国内 5 工場及び海外子会社・関連会社への投資を積極的に進め現地生産体制の強化を図

ってまいります。 

・社員教育の重要性を認識し、社内外の研修制度を活用し現場に強い社員育成を継続して

まいります。 

・グループ一体となり、工場、営業、管理の全ての部門が、既存技術の継承・新技術開発

を進め、お客様からの信頼の獲得を目指します。 

・また、持続的な成長により企業価値を高めることが企業として社会的責任を果たす最も

重要な課題と認識し、今後とも努力してまいります。 
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４．中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 
 

  
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(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

構成比

(％) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  3,959 1,801  

２ 受取手形 ※６ 1,283 1,399  

３ 売掛金  6,483 9,012  

４ たな卸資産  1,371 1,327  

５ 繰延税金資産  276 191  

６ その他  322 76  

貸倒引当金  △4 △0  

流動資産合計  13,692 56.5  13,809 59.7

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

(1) 建物 ※2,3 3,165 3,196  

(2) 機械及び装置 ※2,3 1,192 1,260  

(3) 土地 ※３ 2,304 2,300  

(4) その他  2,179 1,172  

有形固定資産合計  8,841 36.5  7,929 34.3

２ 無形固定資産  74 0.3  79 0.3

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※１ 1,524 1,198  

(2) 繰延税金資産  42 20  

(3) その他  107 121  

貸倒引当金  △40 △45  

投資その他の資産合計  1,633 6.7  1,295 5.6

固定資産合計  10,550 43.5  9,303 40.3

資産合計  24,242 100.0  23,113 100.0
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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(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

構成比

(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形 ※６ 2,225 2,287  

２ 買掛金 ※４ 6,138 6,108  

３ 短期借入金 ※３ 810 870  

４ 1 年以内に返済する長期借入金 ※３ 1,467 1,268  

５ 1 年以内に償還する社債  1,350 1,350  

６ 未払法人税等  170 192  

７ 賞与引当金  276 264  

８ 設備関係支払手形  112 96  

９ その他  1,044 1,010  

流動負債合計  13,595 56.1  13,448 58.2

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  1,150 1,325  

２ 長期借入金 ※３ 4,160 3,098  

３ 預り保証金  694 692  

４ その他  132 131  

固定負債合計  6,138 25.3  5,247 22.7

負債合計  19,733 81.4  18,696 80.9
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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(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

構成比

(％) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  1,208  1,208 

 ２ 資本剰余金  897  897 

３ 利益剰余金  2,123  2,055 

 ４ 自己株式  △5  △5 

株主資本合計  4,224 17.4  4,156 18.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価差額金  163  213 

 ２ 為替換算調整勘定  121  47 

評価・換算差額金等合計  284 1.2  260 1.1

純資産合計  4,509 18.6  4,416 19.1

負債純資産合計  24,242 100.0  23,113 100.0
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(2) 中間連結損益計算書 

 

  

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(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

構成比

(％) 

Ⅰ 売上高  14,177 100.0  24,888 100.0

Ⅱ 売上原価  11,904 84.0  20,846 83.8

   売上総利益  2,272 16.0  4,042 16.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,689 11.9  3,055 12.3

   営業利益  582 4.1  986 4.0

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  4 3  

 ２ 受取配当金  4 6  

 ３ その他  29 39 0.3 51 61 0.2

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  78 134  

 ２ 持分法による投資損失  20 ―  

 ３ 売上割引  13 3  

 ４ その他  ― 113 0.8 21 158 0.6

   経常利益  508 3.6  889 3.6

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※２ 1 0  

 ２ 貸倒引当金戻入額  5 16  

 ３ 投資有価証券売却益  ― 5  

 ４ 受取補償金  28 ―  

  ５ 前期損益修正益  24 59 0.4 ― 22 

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※３ ― 1  

 ２ 固定資産除却損 ※４ 5 168  

 ３ 投資有価証券売却損  ― 7  

 ４ 貸倒損失 ※６ 251 ―  

 ５ 事業撤退損 ※５ 119 376 2.6 ― 177 0.7

   税金等調整前中間（当期）純利益  191 1.4  734 2.9

   法人税、住民税及び事業税  173 305  

   法人税等調整額  △100 72 0.6 10 315 1.2

   中間（当期）純利益  119 0.8  418 1.7
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

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(百万円) 1,208 897 2,055 △5 4,156

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △50  △50

 中間純利益 119  119

 自己株式の取得 △0 △0

 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 
(百万円) 

－ － 68 △0 67

平成 19 年９月 30 日残高(百万円) 1,208 897 2,123 △5 4,224

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

平成 19 年３月 31 日残高(百万円) 213 47 260 4,416 

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △50 

 中間純利益 119 

 自己株式の取得 △0 

 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) 

△49 74 24 24 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△49 74 24 92 

平成 19 年９月 30 日残高(百万円) 163 121 284 4,509 
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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(百万円) 1,208 897 1,692 △4 3,794

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △50  △50

役員賞与 △12  △12

 当期純利益 418  418

新規連結に伴う増加高 8  8

 自己株式の取得 △0 △0

 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 
(百万円) 

－ － 362 △0 362

平成 19 年３月 31 日残高(百万円) 1,208 897 2,055 △5 4,156

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高(百万円) 272 － 272 4,067 

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △50 

役員賞与 △12 

当期純利益 418 

新規連結に伴う増加高 8 

自己株式の取得 △0 

株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△59 47 △12 △12 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△59 47 △12 349 

平成 19 年３月 31 日残高(百万円) 213 47 260 4,416 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
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(百万円) 金額(百万円) 

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  191 734
   減価償却費  544 834
   賞与引当金の増加額  11 55
   貸倒引当金の減少額  △ 1 △ 16
   売上値引引当金の増加額（△減少額）  △ 33 80
   役員退職慰労引当金の減少額  - △ 68
   受取利息及び受取配当金  △ 9 △ 12
   支払利息  78 134
   持分法による投資損失  20 -
   有形固定資産売却益  △1 0
   有形固定資産除却損  5 168
   投資有価証券売却益  - △ 5
   投資有価証券売却損  - 7
   貸倒損失  251 -
   事業撤退損  99 -
   受取補償金  △ 28 -
   前期損益修正額  △24 -
   売上債権の減少額（△増加額）  2,418 △ 2,256
   たな卸資産の増加額  △ 130 △ 120
   仕入債務の増加額(△減少額)  △ 46 1,429
   未収入金の増加額  △ 158 △ 7
   未収消費税等の減少額  - 41
   未払消費税等の増加額  2 72
   その他  138 132
    小計  3,327 1,202
   受取補償金  28 -
   利息及び配当金の受取額  9 12
   利息の支払額  △ 85 △ 136
   法人税等の支払額  △ 206 △ 242
   営業活動によるキャッシュ・フロー  3,073 835
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  
   有形固定資産の取得による支出  △ 1,479 △ 1,762
   有形固定資産の売却による収入  4 14
   無形固定資産の取得による支出  △ 7 △ 40
   投資有価証券の取得による支出  △ 630 △ 38
   投資有価証券の売却による収入  - 72
   子会社株式の取得による支出  - △ 228
   その他  △ 9 0
   投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 2,122 △ 1,982
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  △ 60 △ 20
   長期借入れによる収入  2,000 2,100
   長期借入金の返済による支出  △ 744 △ 1,433
   社債の発行による収入  - 1,000
   社債の償還による支出  △ 175 △ 250
   自己株式の取得による支出  0 △ 0
   配当金の支払額  △ 50 △ 50
   財務活動によるキャッシュ・フロー  970 1,345
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  8 10
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,929 209
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,695 1,450
Ⅶ 合併による現金及び現金同等物の増加額  - 3
Ⅷ 新規連結に伴う現金及び現金同等物増加額  228 31
Ⅸ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※1 3,853 1,695
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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 
 

区分 
当中間連結会計期間 

(自 平成 19 年４月 １日 
 至 平成 19 年９月 30 日) 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日) 

１ 連結の範囲に関する事

項 

(1) 連結子会社の数   ２社 

連結子会社の名称   

 天昇塑料（常州）有限公司 

天昇ポーランドコーポレーショ

ン有限会社 

なお、天昇ポーランドコーポレ

ーション有限会社については、重

要性が増したことにより、当中間

連結会計期間から連結子会社とし

ております。 

(1) 連結子会社の数   １社 

連結子会社の名称   

天昇塑料(常州)有限公司 

なお、天昇塑料(常州)有限公司

については、重要性が増したこと

により、当連結会計年度から連結

子会社としております。 

 (2) 非連結子会社の名称 

天昇キャップロール販売株式会

社 

 

 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は小規模であり、

かつ合計の総資産、売上高、中間

純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等が

いずれも中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため、連

結の範囲より除いております。 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

天昇キャップロール販売株式会

社 

天昇ポーランドコーポレーショ

ン有限会社 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社はそれぞれ小規模

であり、かつ合計の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等がいずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲より除いておりま

す。 

２ 持分法の適用に関する

事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社及
び関連会社の数     １社 

会社等の名称 

天昇アメリカコーポレーション 

(1) 持分法を適用した非連結子会社及
び関連会社の数及び主要な会社等

の名称 

該当はありません。 

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社の名称 

（非連結子会社） 

天昇キャップロール販売株式会

社 

（関連会社） 

上海夏普模具工業控制系統有限

公司 

持分法を適用しない理由 

持分法を適用していない非連結

子会社または関連会社は、中間純

損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除いても

中間連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないためであります。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社の名称 

（非連結子会社） 

天昇キャップロール販売株式会

社 

天昇ポーランドコーポレーショ

ン有限会社 

（関連会社） 

上海夏普模具工業控制系統有限

公司 

持分法を適用しない理由 

持分法を適用していない非連結

子会社または関連会社は、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重要

性がないためであります。 
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区分 
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 連結子会社の（中間）

決算日等に関する事項 

連結子会社の天昇塑料(常州)有限公

司・天昇ポーランドコーポレーション

有限会社の中間決算日は、６月 30 日で

あります。 

中間連結財務諸表の作成にあたって

は、中間決算日現在の財務諸表を使用

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。 

連結子会社の天昇塑料(常州)有限公

司の決算日は、12 月 31 日でありま

す。 

連結財務諸表の作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用し、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。 

４ 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 有価証券の評価基準及び評価方
法 

ａ満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用し

ております。 

ｂその他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格等に

基づく時価法を採用しておりま

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を採用

しております。 

 

 

① 有価証券の評価基準及び評価方
法 

ａ満期保有目的の債券 

   同左 

 

ｂその他有価証券 

時価のあるもの 

期末決算日の市場価格等に基づ

く時価法を採用しております。 

（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 

同左 

 ② デリバティブ等の評価基準及び評
価方法 

時価法によっております。 

② デリバティブ等の評価基準及び評
価方法 

   同左 

 ③ たな卸資産の評価基準及び評価
法 

ａ製品・仕掛品 

総平均法による低価法によって

おります。 

ｂ原材料 

移動平均法による原価法によっ

ております。 

③ たな卸資産の評価基準及び評価
法 

ａ製品・仕掛品 

同左 

 

ｂ原材料 

   同左 
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区分 
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) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

①平成 19 年３月 31 日以前に取得

したもの 

旧定額法によっております。 

②平成 19 年４月１日以降に取得し

たもの 

    定額法によっております。 

建物以外 

①平成 19 年３月 31 日以前に取得

したもの 

  旧定率法によっております。 

②平成 19 年４月１日以降に取得し

たもの 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

   建物      ７年～40 年 

   機械及び装置  ２年～14 年 

  （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、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。 

   これに伴い、前中間会計期間と

同一の方法によった場合と比べ、

営業利益、経常利益、税金等調整

前中間純利益は、それぞれ 69 百

万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える

影響については、当該箇所に記載

しております。 

  （追加情報） 

   なお、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。 

   当該変更により営業利益、経常

利益、税金等調整前中間純利益

は、それぞれ 21 百万円減少して

おります。 

① 有形固定資産 
定率法（ただし、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     ７年～40 年    

機械及び装置 ２年～14 年 

 ② 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間（５年）に基づいておりま

す。 

② 無形固定資産 

   同左 
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区分 
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) 重要な引当金の計上

基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒に備えるため、一般

債権については、貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権及び破産更正債

権については、個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上

しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

 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 

 ③ 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基

づく方法によっております。 

③ 役員賞与引当金 

同左 

(4) 重要なリース取引の

処理方法 
リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

(5) 重要なヘッジ会計の

方法 

① ヘッジ会計の方法 
金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしておりますの

で、金利スワップに係る金銭の受

払の純額等をヘッジ対象の借入金

の利息に加減して処理しておりま

す。 

① ヘッジ会計の方法 
同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
・ ヘッジ手段････金利スワップ 
・ ヘッジ対象････借入金の支払利息

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
   同左 

 ③ ヘッジ方針 
借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を行

っており、ヘッジ対象の識別は個

別契約毎に行っております。 

③ ヘッジ方針 
   同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 
特例処理によっている金利スワ

ップについては、有効性の評価を

省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

(6) その他中間連結財務

諸表作成のための

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法によ

っております。 

同左 

５ 連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

全面時価評価法を採用しております。 
 

同左 
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区分 
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 中間連結キャッシュ・

フロー（連結キャッシ

ュ・フロー）における

資金の範囲 

中間連結キャッシュ・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現

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ケ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなってお

ります。 

連結キャッシュ・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現金及

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ケ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。 
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(6) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
 

当中間連結会計期間末 
(平成 19 年９月 30 日) 

前連結会計年度 
(平成 19 年３月 31 日) 

※１ 非連結子会社と関連会社の額 

投資有価証券 870 百万円 

※１ 非連結子会社と関連会社の額 

投資有価証券 502 百万円 
  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

 9,080 百万円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

 8,646 百万円 
  

※３ 担保に供している資産 

建    物 1,130 百万円

機械及び装置 2 百万円

土    地 697 百万円

   計 1,830 百万円 

※３ 担保に供している資産 

建    物 1,165 百万円

機械及び装置 3 百万円

土    地 697 百万円

   計 1,866 百万円 
担保に係る債務の金額 

短 期 借 入 金 510 百万円

1 年以内に返済する
長 期 借 入 金

1,211 百万円

長 期 借 入 金 3,070 百万円

計 4,792 百万円 

担保に係る債務の金額 

短 期 借 入 金 570 百万円

1 年以内に返済する長
期 借 入 金

1,084 百万円

長 期 借 入 金 2,320 百万円

計 3,974 百万円 
担保提供資産  

十六銀行抵当 

建    物 613 百万円

土    地 346 百万円

   計 960 百万円

   上記の担保資産に対する債務 

短 期 借 入 金 500 百万円

1 年以内に返済する 
長 期 借 入 金 

487 百万円

長 期 借 入 金 1,720 百万円

計 2,708 百万円

担保に対応する債務の金額には十六銀行よりの

長期借入金 2,208 百万円及び短期借入金 500 百万

円が二重に含まれております。 

担保提供資産  

十六銀行抵当 

建    物 591 百万円

土    地 346 百万円

   計 938 百万円

   上記の担保資産に対する債務 

短 期 借 入 金 500 百万円

1 年以内に返済する
長 期 借 入 金

421 百万円

長 期 借 入 金 1,047 百万円

計 1,969 百万円

担保に対応する債務の金額には十六銀行よりの

長期借入金 1,469 百万円及び短期借入金 500 百万

円が二重に含まれております。 
  

※４ 支払信託 

    下記債務には債権者が債権を資金化できる支払

信託が含まれています。 

買  掛  金 4,339 百万円

そ  の  他 262 百万円 

※４ 支払信託 

    下記債務には債権者が債権を資金化できる支払

信託が含まれています。 

買  掛  金 4,144 百万円

そ  の  他 233 百万円 
  

５ 偶発債務 

   電力供給に関する購買契約 

 平成 15 年 8 月より 10 年間自家発電による電力

を継続的に買い受ける契約を締結しております。

これを中途解約した場合、契約の残存期間の解

約損害金の支払義務が生じます。平成 19 年９月

末に中途解約した場合の解約損害金見積額は 135

百万円であります。 

５ 偶発債務 

   電力供給に関する購買契約 

 平成 15 年 8 月より 10 年間自家発電による電力

を継続的に買い受ける契約を締結しております。

これを中途解約した場合、契約の残存期間の解

約損害金の支払義務が生じます。平成 19 年３月

末に中途解約した場合の解約損害金見積額は 147

百万円であります。 
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当中間連結会計期間末 
(平成 19 年９月 30 日) 

前連結会計年度 
(平成 19 年３月 31 日) 

※６ 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、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。 

   なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休

日であったため、次の連結中間期末日満期手形

が、連結中間期末残高に含まれております。 

受取手形 134 百万円

支払手形 7 百万円 

※６ 連結会計年度末日満期手形 

   連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しております。

   なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日で

あったため、次の連結会計年度末日満期手形が、

連結会計年度末残高に含まれております。 

 

受取手形 147 百万円

支払手形 4 百万円 
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(中間連結損益計算書関係) 
 

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主なもの 

荷造運賃 609 百万円

給料手当・賞与 436 百万円

賞与引当金繰入額 83 百万円 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

荷造運賃 1,070 百万円

給料手当・賞与 797 百万円

賞与引当金繰入額 98 百万円 
  

※２ 固定資産の売却益は、次のとおりであります。 

機械及び装置 1 百万円 

※２           ─ 

  

※３           ─ ※３ 固定資産の売却損は、次のとおりであります。 

機械及び装置等 1 百万円 
  

※４ 固定資産の除却損は、次のとおりであります。 

工具器具備品等 5 百万円 

※４ 固定資産の除却損は、次のとおりであります。 

建    物 135 百万円

構 築 物 1 百万円

機械及び装置 21 百万円

車両運搬具 1 百万円

工具器具備品 9 百万円

 計   168 百万円 
  

※５ 事業撤退損は、次のとおりであります。 
健康寝具の製造販売事
業から撤退することか
ら発生する損失 

119 百万円

 

※５           ─ 

  

※６ 貸倒損失は、次のとおりであります。 
取引先広重産業株式会
社に対する売掛債権に
係る貸倒損失 

251 百万円

 

※６           ─ 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 17,014,000 ― ― 17,014,000
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 22,208 845 ― 23,053
 
（変動事由の概要） 
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 
単元未満株式の買取りによる増加    845 株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株） 
会社名 内訳 目的となる

株式の種類 前連結 
会計年度末 増加 減少 当中間連結

会計期間末 

当中間連結
会計期間末
残高 

（百万円）

平成 14 年新株予約権 普通株式 122,000 ― ― 122,000 ―
提出会社 

平成 15 年新株予約権 普通株式 142,000 ― ― 142,000 ―

合計 264,000 ― ― 264,000 ―

(注)  目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 
 

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
（百万円）

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 50 3.0 平成 19 年 3月 31 日 平成 19 年 6月 29 日

 

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後

となるもの 

    該当事項はありません。 
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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） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 17,014,000 ― ― 17,014,000
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,783 1,425 ― 22,208
 
（変動事由の概要） 
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 
単元未満株式の買取りによる増加    1,425 株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株） 
会社名 内訳 目的となる

株式の種類 前連結 
会計年度末

増加 減少 当連結 
会計年度末 

当連結会計
年度末残高
（百万円）

平成 14 年新株予約権 普通株式 129,000 ― 7,000 122,000 ―
提出会社 

平成 15 年新株予約権 普通株式 146,000 ― 4,000 142,000 ―

合計 275,000 ― 11,000 264,000 ―

(注)  目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 
 

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（百万円）
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 50 3.0 平成 18 年 3月 31 日 平成 18 年 6月 30 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

配当の原資 配当金の総
額(百万円)

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 50 3.0 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) 
 

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 

 （中間期末）

現金及び預金 3,959百万円
預入金額が３ヶ月を超える
定期預金 △106百万円

現金及び現金同等物 3,853百万円 

※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

 

 （期末）

現金及び預金 1,801百万円
預入金額が３ヶ月を超える
定期預金 △106百万円

現金及び現金同等物 1,695百万円 
  

２        ─ ２ 合併 
当連結会計年度に合併した第一化研株式会
社より引き継いだ資産および負債の主な内訳
は次のとおりであります。また、合併により
増加した資本金および資本準備金は、ありま
せん。 

合併により引き継いだ資産・負債 

流動資産 134百万円

固定資産 646百万円

 資産合計 780百万円

流動負債 319百万円

 負債合計 319百万円 
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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 

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) 

（百万円） 

  
成形関連 

事業 

不動産関連

事業 
計 消去又は全社 連結 

Ⅰ売上高及び営業損益           

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高 14,027 150 14,177 － 14,177

(2)セグメント間の内部売上

高又は、振替高 
 166 － 166 △166 －

計 14,193 150 14,343 △166 14,177

営業費用 13,715 43 13,758 △164 13,594

営業利益 477 106 584 △2 582

Ⅱ資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
 

資産 25,288 480 25,769 △1,526 24,242

減価償却費 525 18 544 － 544

減損損失 － － － － －

資本的支出 1,414 － 1,414 － 1,414

 

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

      ２ 各区分のおもな製品 

        （１）成形関連事業 ・・・・ 家電・ＯＡ製品の外装部品及び容器製品 

   （２）不動産関連事業 ・・・ 土地及び建物の賃貸 

 ３ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事       

項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方

法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は、「成形関連事業」

が 69 百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

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及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割

合が、いずれも 90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しています。 

 

３ 海外売上高 

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) 
海外売上高が、いずれも連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略してい

ます。 
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１ 事業の種類別セグメント情報 

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) 

（百万円） 

  
成形関連 

事業 

不動産関連

事業 
計 消去又は全社 連結 

Ⅰ売上高及び営業損益           

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高 24,590 297 24,888 － 24,888

(2)セグメント間の内部売上

高又は、振替高 
 － － － － －

計 24,590 297 24,888 － 24,888

営業費用 23,811 90 23,901 － 23,901

営業利益 779 207 986 － 986

Ⅱ資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
 

資産 22,613 499 23,113 － 23,113

減価償却費 794 40 834 － 834

減損損失 － － － － －

資本的支出 2,949 － 2,949 － 2,949

 

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

      ２ 各区分のおもな製品 

        （１）成形関連事業 ・・・・ 家電外装部品、自動車部品、物流産業資材及び金型 

   （２）不動産関連事業 ・・・ 土地及び建物の賃貸 

 

２ 所在地別セグメント情報 

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) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割

合が、いずれも 90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しています。 

 

３ 海外売上高 

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、いずれも連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略してい

ます。 

 



 - 31 -

(リース取引関係) 

 

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 

 

取得価額
相当額 
 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

 

中間期末
残高 
相当額
(百万円)

機械及び装置 661 225  436

工具器具及び
備品 

 16 13  2

ソフトウェア 18 15  3

合計 696 253  442

  

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 

取得価額
相当額
 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

 

期末残高 
相当額 
 

(百万円) 

機械及び装置 724 239  484

工具器具及び
備品 

16 11  4

ソフトウェア 18 12  5

合計 759 264  495

  
② 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 95百万円

１年超 355百万円

合計 451百万円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 99百万円

１年超 402百万円

合計 501百万円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 57百万円

減価償却費相当額 52百万円

支払利息相当額 6百万円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 106百万円

減価償却費相当額 97百万円

支払利息相当額 8百万円
 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

 ・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。 

・利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

  …… 同左 

 

 ・利息相当額の算定方法 

  …… 同左 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 6百万円

１年超 8百万円

合計 14百万円
 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 6百万円

１年超 11百万円

合計 17百万円
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(有価証券関係) 

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 
(単位：百万円) 

 種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額 

(1) 株式 81 253 172

(2) 債券               ― ―               ―

(3) その他    ―    ―    ―

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

小計 81 253 172

(1) 株式 84 79 4

(2) 債券 3 3 ―

(3) その他 ― ― ―

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

小計 87 82 4

合計 168 335 176

 

２ 当中間連結会計期間中に売却したその他有価証券 
(単位：百万円) 

売却額 売却益の合計 売却損の合計 

― ― ―

 

３ 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 
(単位：百万円) 

 貸借対照表計上額 

満期保有目的の債券 

 割引金融債 28

 劣後債 100

その他有価証券 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 187

子会社株式及び関連会社株式 

 子会社株式 ―

関連会社株式 870

当連結会計期間において、有価証券について減損処理を行なったものはありません。 

なお、減損処理にあたっては、当中間連結会計期間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っております。 

 

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 
(単位：百万円) 

 １年以内 １年超５年以内 

債券 
 その他 28 104
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前連結会計年度(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 
(単位：百万円) 

 種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額 

(1) 株式 118 342 223

(2) 債券               ―               ―               ―

(3) その他 ― ― ―

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

小計 118 342 224

(1) 株式 3 2       △1

(2) 債券 11 11               ―

(3) その他               ―               ―               ―

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

小計 15 14     △1

合計 134 357 222

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
(単位：百万円) 

売却額 売却益の合計 売却損の合計 

72 5 7

 

３ 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 
(単位：百万円) 

 貸借対照表計上額 

満期保有目的の債券 

 割引金融債 50

 劣後債 100

その他有価証券 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 187

子会社株式及び関連会社株式 

 子会社株式 228

関連会社株式 274

当連結会計年度において、有価証券について減損処理を行なったものはありません。 

なお、減損処理にあたっては、期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

全て減損処理を行っております。 

 

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 
(単位：百万円) 

 １年以内 １年超５年以内 

債券 
 その他 50 112
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(デリバティブ取引関係) 

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 取引の状況に関する事項 

① 取引の内容 
当社は金利スワップ取引を行っております。 

② 取引の取組方針 
当社は借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。 

③ 取引の利用目的 
借入金の支払利息が変動するリスクをヘッジすることを目的としております。 

④ 取引に係るリスクの内容 
金利スワップ取引においては、市場金利の変動によるリスクを有しております。 
デリバティブ取引の契約先は信用度の高い国内銀行であるため、相手先の契約不履行に伴
う損失は予想しておりません。 

⑤ 取引に係るリスク管理体制 
デリバティブ取引の契約は、その種類及び取引限度額を事前に管掌役員と経理部長 

の承認を受けて行っております。取引状況は随時管掌役員に報告されております。 
    

 

２ 取引の時価等に関する事項 

ヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 
 

１ 取引の状況に関する事項 

① 取引の内容 
当社は金利スワップ取引を行っております。 

② 取引の取組方針 
当社は借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。 

③ 取引の利用目的 
借入金の支払利息が変動するリスクをヘッジすることを目的としております。 

④ 取引に係るリスクの内容 
金利スワップ取引においては、市場金利の変動によるリスクを有しております。 
デリバティブ取引の契約先は信用度の高い国内銀行であるため、相手先の契約不履行に伴
う損失は予想しておりません。 

⑤ 取引に係るリスク管理体制 
デリバティブ取引の契約は、その種類及び取引限度額を事前に管掌役員と経理部長 

の承認を受けて行っております。取引状況は随時管掌役員に報告されております。 
    

 

２ 取引の時価等に関する事項 

ヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。 
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(ストック・オプション等関係) 
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） 

 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年６月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役８名 

管理職（主事以上）158名 

株式の種類及び付与数 普通株式 550,000株 

付与日 平成14年８月30日 

権利確定条件 １． 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取

締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただ

し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な

理由のある場合にはその限りでない。 

２． 新株予約権者の相続人による権利行使は認めない。 

３． その他の条件は取締役会決議により決定するものと

する。 

対象勤務期間 平成14年８月30日 

～平成21年６月30日 

権利行使期間 平成16年７月１日 

～平成21年６月30日 

 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成15年６月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役10名 

管理職（主事以上）102名 

株式の種類及び付与数 普通株式 150,000株 

付与日 平成16年６月24日 

権利確定条件 １．新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取

締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただ

し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な

理由のある場合にはその限りでない。 

２． 新株予約権者の相続人による権利行使は認めない。 

３．その他の条件は取締役会決議により決定するものと

する。 

対象勤務期間 平成16年６月24日 

～平成22年７月31日 

権利行使期間 平成17年８月１日 

～平成22年７月31日 
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(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ①ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成14年６月27日 平成15年６月27日 

権利確定前   

期首（株） ― ―

付与（株） ― ―

失効（株） ― ―

権利確定（株） ― ―

未確定残（株） ― ―

権利確定後 

期首（株） 122,000 142,000

権利確定（株） ― ―

権利行使（株） ― ―

失効（株） ― ―

未行使残（株） 122,000 142,000

 

 ②単価情報 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成14年６月27日 平成15年６月27日 

権利行使価格（円） 181 422

行使時平均株価（円） ― ―

付与日における公正な評価単価（円） ― ―
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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） 

 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年６月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役８名 

管理職（主事以上）158名 

株式の種類及び付与数 普通株式 550,000株 

付与日 平成14年８月30日 

権利確定条件 １． 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取

締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただ

し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な

理由のある場合にはその限りでない。 

２． 新株予約権者の相続人による権利行使は認めない。 

３． その他の条件は取締役会決議により決定するものと

する。 

対象勤務期間 平成14年８月30日 

～平成21年６月30日 

権利行使期間 平成16年７月１日 

～平成21年６月30日 

 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成15年６月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役10名 

管理職（主事以上）102名 

株式の種類及び付与数 普通株式 150,000株 

付与日 平成16年６月24日 

権利確定条件 １．新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取

締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただ

し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な

理由のある場合にはその限りでない。 

２． 新株予約権者の相続人による権利行使は認めない。 

３．その他の条件は取締役会決議により決定するものと

する。 

対象勤務期間 平成16年６月24日 

～平成22年７月31日 

権利行使期間 平成17年８月１日 

～平成22年７月31日 
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(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ①ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成14年６月27日 平成15年６月27日 

権利確定前   

期首（株） ― ―

付与（株） ― ―

失効（株） ― ―

権利確定（株） ― ―

未確定残（株） ― ―

権利確定後 

期首（株） 129,000 146,000

権利確定（株） ― ―

権利行使（株） ― ―

失効（株） 7,000 4,000

未行使残（株） 122,000 142,000

 

 ②単価情報 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成14年６月27日 平成15年６月27日 

権利行使価格（円） 181 422

行使時平均株価（円） ― ―

付与日における公正な評価単価（円） ― ―
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(企業結合等関係) 
 
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) 

 

結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、

結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

（１）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

     第一化研株式会社    合成樹脂成形加工 
（２）企業結合の法的形式 
     共通支配下の取引 
（３）結合後企業の名称 
     天昇電気工業株式会社 
（４）取引の目的を含む取引の概要 
   ①被合併会社第一化研株式会社は当社 100％出資子会社であり、自動車部品の合成

樹脂成形加工を業務としておりましたが、生産体制、業務の効率化を目的として

合併いたしました。 
   ②合併期日 
    平成 18年４月１日 
   ③合併の形式 
     当社を存続会社とする吸収合併方式で、第一化研株式会社は解散しております。 
     なお、全額出資子会社との合併でありますので、新株式の発行、資本の増加は

行なっておりません。 
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(１株当たり情報) 
 

 
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 265 円 39 銭 259 円 95 銭

１株当たり中間（当期）純利益 7 円 01 銭 24 円 60 銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間（当期）純利益 7 円 00 銭 24 円 53 銭

(注) 算定上の基礎  

１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 
 

 
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)

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株当たり中間（当期）純利益金額 
 中間（当期）純利益（百万円） 119 418
 普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―
 (うち利益処分による役員賞与金) (―) (―)
 普通株式に係る中間（当期）純利益（百
万円） 

119 418

 期中平均株式数（千株） 16,991 16,992
 
潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純
利益金額 
 中間（当期）純利益調整額（百万円） ― ―
 普通株式増加数（千株） 37 47
 (うち新株予約権) (37) (47)
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 

新株予約権 
  株主総会の特別決議 
    平成 15 年 6 月 27 日 
   （新株予約権 142 個）

新株予約権 
  株主総会の特別決議 
    平成 15 年 6 月 27 日 
   （新株予約権 142 個）
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(重要な後発事象) 

 

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 当社は、平成18年12月20日、ポーランド共和国北部

のトルン市に設立した天昇ポーランドコーポレー

ション有限会社の設備投資資金として、平成19年４

月20日に1,700万PLN（714百万円）の出資払込を行

いました。 

２ 当社は、平成19年１月24日、アメリカ合衆国カリフ

ォルニア州サンディエゴ地区に三甲株式会社との

合弁会社、天昇アメリカコーポレーションを設立

し、平成19年５月９日に400万ドル（483百万円）の

出資払込を行いました。 
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５ 中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 
 

  
前中間会計期間末 

(平成 18 年９月 30 日) 

当中間会計期間末 

(平成 19 年９月 30 日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成 19 年３月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  2,603 3,419 1,698 

 ２ 受取手形 ※4,7 1,576 1,283 1,399 

 ３ 売掛金 ※４ 6,495 6,225 8,884 

 ４ たな卸資産  1,216 1,271 1,290 

 ５ 繰延税金資産  155 276 191 

 ６ その他 ※４ 99 202 75 

   貸倒引当金  △8 △4 0 

   流動資産合計   12,138 57.3 12,674 53.2  13,540 59.0

Ⅱ 固定資産    

1  有形固定資産    

  (1) 建物 ※1,2 3,039 3,153 3,184 

  (2) 機械及び装置 ※1,2 1,268 1,087 1,157 

  (3) 土地 ※２ 2,199 2,304 2,300 

(4) その他 ※１ 876 1,183 1,016 

   有形固定資産合計   7,384 34.9 7,730 32.5  7,659 33.4

２ 無形固定資産   68 0.3 74 0.3  79 0.3

３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  512 465 507 

  (2) 関係会社株式  762 2,649 990 

  (3) 繰延税金資産  58 42 20 

  (4) その他  292 229 211 

    貸倒引当金  △45 △40 △45 

   投資その他の資産合計   1,580 7.5 3,345 14.0  1,684 7.3

   固定資産合計   9,034 42.7 11,150 46.8  9,423 41.0

   資産合計   21,172 100.0 23,824 100.0  22,964 100.0
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前中間会計期間末 

(平成 18 年９月 30 日) 

当中間会計期間末 

(平成 19 年９月 30 日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成 19 年３月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形 ※4,7 1,570 2,225 2,287 

 ２ 買掛金 ※4,5 4,651 5,898 6,109 

 ３ 短期借入金 ※２ 830 810 870 

 ４ 1 年以内に返済する 

   長期借入金 
※２ 1,350 1,467 1,268 

 ５ 1 年以内に償還する 

   社債 
 350 1,350 1,350 

６ 未払法人税等  94 169 188 

 ７ 賞与引当金  211 276 264 

 ８ 設備関係支払手形  69 112 96 

９ その他 ※4,5 1,027 1,023 975 

流動負債合計   10,155 48.0 13,333 56.0  13,410 58.4

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  2,500 1,150 1,325 

 ２ 長期借入金 ※２ 3,536 4,154 3,098 

３ 預り保証金  687 694 692 

 ４ その他  145 132 131 

   固定負債合計   6,869 32.4 6,132 25.7  5,246 22.8

   負債合計   17,024 80.4 19,465 81.7  18,657 81.2
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前中間会計期間末 

(平成 18 年９月 30 日) 

当中間会計期間末 

(平成 19 年９月 30 日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成 19 年３月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   1,208 5.7 1,208 5.0  1,208 5.3

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  897 897 897 

    資本剰余金合計   897 4.2 897 3.8  897 3.9

 ３ 利益剰余金    

  (1) その他利益剰余金    

    繰越利益剰余金  1,787 2,094 1,992 

    利益剰余金合計   1,787 8.5 2,094 8.8  1,992 8.7

 ４ 自己株式   △4 0.0 △5 0.0  △5 0.0

   株主資本合計   3,888 18.4 4,195 17.6  4,093 17.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 

    差額金 
  259 1.2 163 0.7  213 0.9

   評価・換算差額等合計   259 1.2 163 0.7  213 0.9

   純資産合計   4,147 19.6 4,359 18.3  4,306 18.8

   負債純資産合計   21,172 100.0 23,824 100.0  22,964 100.0
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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(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

Ⅰ 売上高   10,584 100.0 13,748 100.0  24,303 100.0

Ⅱ 売上原価   8,865 83.8 11,556 84.1  20,428 84.1

     売上総利益   1,719 16.2 2,191 15.9  3,874 15.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,410 13.3 1,603 11.7  2,952 12.1

     営業利益   308 2.9 588 4.2  921 3.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  34 0.3 41 0.3  64 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  79 0.7 92 0.6  158 0.7

   経常利益   263 2.5 537 3.9  827 3.4

Ⅵ 特別利益 ※３  8 0.1 59 0.4  22 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４  21 0.2 376 2.7  177 0.7

    税引前中間(当期) 
   純利益 

  251 2.4 220 1.6  671 2.8

    法人税、住民税 
  及び事業税 

 75 168 297 

      法人税等調整額  18 93 0.9 △100 67 0.5 10 308 1.3

   中間（当期）純利益   158 1.5 153 1.1  363 1.5
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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 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 

資本準備金 

繰越利益剰余金

自己株式 株主資本合計 

平成 18 年３月 31 日残高(百万円) 1,208 897 1,692 △4 3,794

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当(注) △50  △50

 役員賞与(注) △12  △12

 中間純利益 158  158

 自己株式の取得 △0 △0

 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 
(百万円) 

- - 94 △0 94

平成 18 年９月 30 日残高(百万円) 1,208 897 1,787 △4 3,888

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高(百万円) 272 272 4,067

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当(注) △50

 役員賞与(注) △12

 中間純利益 158

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の中間 
  会計期間中の変動額(純額) 

△13 △13 △13

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△13 △13 80

平成 18 年９月 30 日残高(百万円) 259 259 4,147

 
(注) 平成 18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 

資本準備金 

繰越利益剰余金

自己株式 株主資本合計 

平成 19 年３月 31 日残高(百万円) 1,208 897 1,992 △5 4,093

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △50  △50

 中間純利益 153  153

 自己株式の取得 △0 △0

 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 
(百万円) 

- - 102 △0 102

平成 19 年９月 30 日残高(百万円) 1,208 897 2,094 △5 4,195

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 19 年３月 31 日残高(百万円) 213 213 4,306

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △50

 中間純利益 119

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の中間 
  会計期間中の変動額(純額) 

△49 △49 △49

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△49 △49 52

平成 19 年９月 30 日残高(百万円) 163 163 4,359
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前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 

資本準備金 

繰越利益剰余金

自己株式 株主資本合計 

平成 18 年３月 31 日残高(百万円) 1,208 897 1,692 △4 3,794

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 △50  △50

 役員賞与 △12  △12

 当期純利益 363  363

 自己株式の取得 △0 △0

 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(百万円) - - 299 △0 299

平成 19 年３月 31 日残高(百万円) 1,208 897 1,992 △5 4,093

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高(百万円) 272 272 4,067

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 △50

 役員賞与 △12

 当期純利益 363

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の 
  事業年度中の変動額(純額) 

△59 △59 △59

事業年度中の変動額合計(百万円) △59 △59 239

平成 19 年３月 31 日残高(百万円) 213 213 4,306
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前中間純利益  251
減価償却費  344
貸倒引当金の減少額  △ 0
受取利息及び受取配当金  △ 8
支払利息  64
有形固定資産売却益  △ 0
有形固定資産売却損  1
有形固定資産除却損  12
投資有価証券売却損  7
売上債権の増加額  △ 14
たな卸資産の増加額  △ 40
仕入債務の減少額  △ 658
未収入金の増加額  △ 13
未収消費税等の減少額  41
未払消費税等の増加額  36
前受金の増加額  72
その他  53

小計  147
利息及び配当金の受取額  8
利息の支払額  △ 66
法人税等の支払額   △ 99
営業活動によるキャッシュ・フロー  △ 8

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出  △ 838
有形固定資産の売却による収入  0
無形固定資産の取得による支出  △ 13
投資有価証券の取得による支出  △ 0
投資有価証券の売却による収入  60
関係会社株式の取得による支出  △ 50
貸付金の回収による収入  1
その他投資にかかる支出  △ 11
その他投資にかかる収入  2
投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 849

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の返済による支出（純額）  △ 60
長期借入による収入  1,900
長期借入金の返済による支出  △ 712
社債の発行による収入  1,000
社債の償還による支出  △ 75
自己株式の取得による支出  △ 0
配当金の支払額  △ 50
財務活動によるキャッシュ・フロー  2,001

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △ 0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,143
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,450
Ⅶ 合併による現金及び現金同等物の増加額  3
Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  2,597
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(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

区分 
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 有価証券の評価基

準及び評価方法 

満期保有目的の債券は、

償却原価法（定額法）を

採用しております。 

子会社株式及び関連会社

株式は、移動平均法によ

る原価法を採用しており

ます。 

その他有価証券の時価の

あるものは、中間決算日

の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は、全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平

均法により算定）、時価

のないものは、移動平均

法による原価法を採用し

ております。 

同左 満期保有目的の債券は、

償却原価法（定額法）を

採用しております。 

子会社株式及び関連会社

株式は、移動平均法によ

る原価法を採用しており

ます。 

その他有価証券の時価の

あるものは、期末決算日

の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は、全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平

均法により算定）、時価

のないものは、移動平均

法による原価法を採用し

ております。 

２ デリバティブ等の

評価基準及び評価

方法 

デリバティブは、時価法

によっております。 

同左 同左 

３ たな卸資産の評価

基準及び評価方法 

製品・仕掛品は、総平均

法による低価法、原材料

は、移動平均法による原

価法によっております。 

同左 同左 

４ 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、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  ７年～40 年

  機械及び装置 

      ２年～14 年

(1) 有形固定資産 
  建物（附属設備を除

く） 

  ①平成 19 年３月 31 日

以前に取得したもの

   旧定額法によってお

ります。 

  ②平成 19 年４月１日

以降に取得したもの

   定額法によっており

ます。 

  建物以外 

  ①平成 19 年３月 31 日

以前に取得したもの

   旧定率法によってお

ります。 

  ②平成 19 年４月１日

以降に取得したもの

   定率法によっており

ます。 

なお、主な耐用年

数は以下のとおりで

あります。 

   建物  ７年～40 年

   機械及び装置 

       ２年～14 年

(1) 有形固定資産 

  定率法(ただし、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  ７年～40 年

  機械及び装置 

      ２年～14 年
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区分 
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)

  （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、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。 

 これに伴い、前中間会計

期間と同一の方法によった

場合と比べ、営業利益、経

常利益、税金等調整前中間

純利益は、それぞれ 69 百

万円減少しております。 

（追加情報） 

 なお、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。 

 当該変更により営業利

益、経常利益、税金等調整

前中間純利益は、それぞれ

21 百万円減少しておりま

す。 

 

 (2) 無形固定資産 

  定額法を採用してお

ります。 

   なお、自社利用の

ソフトウェアについ

ては、社内における

利用可能期間(５年)

に基づいておりま

す。 

(2) 無形固定資産 
同左 

(2) 無形固定資産 
同左 

５ 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、

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。 
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区分 
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)

６ 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、

貸倒懸念債権及び破

産更生債権について

は、個別に回収可能

性を検討し、回収不

能見込み額を計上し

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

額に基づく方法によ

っております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度か

ら「役員賞与に関す

る会計基準」（企業

会計基準委員会 平

成 17 年 11 月 29 日企

業会計基準第４号）

を適用しておりま

す。 

(3) 役員賞与引当金 

   同左 

(3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給

する賞与の支出に充

てるため、支給見込

額に基づき計上して

おります。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度か

ら「役員賞与に関す

る会計基準」（企業

会計基準委員会 平

成 17 年 11 月 29 日企

業会計基準第４号）

を適用しておりま

す。 

この結果、従来の

方法に比べて、営業

利益、経常利益及び

税金等調整前当期純

利益が、14 百万円減

少しております。 
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区分 
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)

 (4) 退職給付 

当社は、平成 15

年６月１日付で確

定給付型の退職給

付制度（退職一時

金制度および適格

年金制度）から確

定拠出年金制度に

移行しました。本

移行に伴う年金資

産の未移換額（移

行時の自己都合要

支給額のうち個人

年金口座へ移行し

た額を控除した額

で、移行時は 80 百

万円）は、制度移

行後４年間で個人

口座に支払われる

予定であり、平成

18 年９月末の残高

は、15 百万円であ

ります。 

― ― 

 (5) 役員退職慰労金 

従来、役員の退

職慰労金の支出に

備えるため、役員

退職慰労金内規に

基づく期末要支給

額を計上しており

ましたが、平成 18

年６月 29 日の定

時株主総会の決議

をもって役員退職

慰労金制度を廃止

したため、廃止日

までの在任期間に

対応した役員退職

慰労金 59 百万円

は、確定債務とし

て、固定負債のそ

の他に含めて表示

しております。 

― ― 
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区分 
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)

７ 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、特例処理の要件

を満たしておりますの

で、金利スワップに係

る金銭の受払の純額等

をヘッジ対象の借入金

の利息に加減して処理

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 

ヘッジ対象 

借入金の支払利息

③ヘッジ方針 

借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で

金利スワップ取引を行

っており、ヘッジ対象

の識別は個別契約毎に

行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方

法 

特例処理によってい

る金利スワップについ

ては、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  

同左 

８ 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 

９  中間キャッシ

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。 

― ― 
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区分 
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)

10 その他中間財務

諸表（財務諸

表）作成のため

の重要な事項 

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 
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(6) 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 
 
  （会計方針の変更） 
 

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 4,147 百万円であり

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。 

なお、従来の資本の部の合計に

相当する金額は 4,306 百万円であ

ります。 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間から「企業結合

に係る会計基準」（平成 15 年 10

月 31 日 企業会計審議会）及び

「事業分離等に関する会計基準」

（平成 17 年 12 月 27 日 企業会計

基準委員会 企業会計基準第７

号）並びに「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適

用指針」（平成 17 年 12 月 27 日 

企業会計基準委員会 企業会計基

準適用指針第 10 号）を適用してお

ります。 

─ （企業結合に係る会計基準等） 

当事業年度において、会社法

（平成 17 年法律第 86 号）施行後に

締結された契約に係る企業結合又は

事業分離等に係る会計処理について

は、「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会 平成 15 年 10 月

31 日）及び「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準第７号

平成 17 年 12 月 27 日）並びに「企

業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第 10 号 平成 18 年

12 月 22 日）を適用しております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



天昇電気工業株式会社 (6776) 平成 20 年 3 月期中間決算短信 

 - 57 -

 （表示方法の変更） 
 

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) 

― ― 為替差益は、従来損益計算書上

「その他」に含めて表示しており

ましたが重要性が増したため、当

事業年度より区分掲記しておりま

す。 

なお、前事業年度は、損益計算

書上における営業外収益の「その

他」に 1 百万円含まれておりま

す。 
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(7) 個別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 有形固定資産の減価償却累計

額 

8,254 百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

9,012 百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

8,611 百万円 
※２ 担保資産 

   担保提供資産 

 工場財団抵当 

  建物 1,197百万円

  機械及び 
  装置 

3百万円

  土地 697百万円

  合計 1,898百万円

   上記の担保資産に対する債務 

 短期借入金 530百万円

 長期借入金 3,833百万円

 (１年以内に返済予定のも 
 のも含む) 

 合計 4,363百万円

  

※２ 担保資産 

   担保提供資産 

 工場財団抵当

  建物 1,130百万円

  機械及び 
  装置 

2百万円

  土地 697百万円

  合計 1,830百万円

   上記の担保資産に対する債務

 短期借入金 510百万円

 １年以内に返
済する長期借
入金 

1,211百万円

 長期借入金 3,070百万円

 合計 4,792百万円 

※２ 担保資産 

   担保提供資産 

 工場財団抵当 

  建物 1,165百万円

  機械及び 
  装置 

3百万円

  土地 697百万円

  合計 1,866百万円

   上記の担保資産に対する債務

 短期借入金 570百万円

 １年以内に返
済する長期借
入金 

1,084百万円

 長期借入金 2,320百万円

 合計 3,974百万円 
担保提供資産  
 十六銀行抵当 

  建物 610百万円

  土地 346百万円

  合計 957百万円

   上記の担保資産に対する債務 

 短期借入金 500百万円

 長期借入金 1,688百万円

 (１年以内に返済予定のもの
も含む) 

 合計 2,188百万円

担保に対応する債務の金額

には十六銀行よりの長期借入

金1,688百万円及び短期借入金

500百万円が二重に含まれてお

ります。 

担保提供資産  
 十六銀行抵当

  建物 613百万円

  土地 346百万円

  合計 960百万円

   上記の担保資産に対する債務

 短期借入金 500百万円

１年以内に返
済する長期借
入金 

487百万円

長期借入金 1,720百万円

  合計 2,708百万円

担保に対応する債務の金額

には十六銀行よりの長期借入

金2,208百万円及び短期借入

金500百万円が二重に含まれ

ております。 

担保提供資産  
 十六銀行抵当 

  建物 591百万円

  土地 346百万円

  合計 938百万円

   上記の担保資産に対する債務

 短期借入金 500百万円

 １年以内に返
済する長期借
入金 

421百万円

長期借入金 1,047百万円

 合計 1,969百万円

担保に対応する債務の金額

には十六銀行よりの長期借入

金1,469百万円及び短期借入

金500百万円が二重に含まれ

ております。 

３ 偶発債務 

電力供給に関する購買契約 

平成15年８月より10年間自

家発電による電力を継続的に

買い受ける契約を締結してお

ります。これを中途解約した

場合、契約の残存期間の解約

損害金の支払義務が生じま

す。平成18年９月末に中途解

約した場合の解約損害金見積

額は159百万円であります。 

３ 偶発債務 

電力供給に関する購買契約 

平成15年８月より10年間自

家発電による電力を継続的に

買い受ける契約を締結してお

ります。これを中途解約した

場合、契約の残存期間の解約

損害金の支払義務が生じま

す。平成19年９月末に中途解

約した場合の解約損害金見積

額は135百万円であります。 

３ 偶発債務 

電力供給に関する購買契約 

平成15年８月より10年間自

家発電による電力を継続的に

買い受ける契約を締結してお

ります。これを中途解約した

場合、契約の残存期間の解約

損害金の支払義務が生じま

す。平成19年３月末に中途解

約した場合の解約損害金見積

額は147百万円であります。 
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前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

─ ※４ 関係会社に対する資産及び負

債には区分掲記されたものの

ほか、次のものが各科目に含

まれております。 

 受取手形 206百万円

 売掛金 153百万円

 未収入金 36百万円

 長期貸付金 122百万円

 短期貸付金 89百万円

 支払手形 520百万円

 買掛金 412百万円

 未払費用 20百万円

 前受金 1百万円 

※４ 関係会社に対する資産及び負

債には区分掲記されたものの

ほか、次のものが各科目に含

まれております。 

 受取手形 133百万円

 売掛金 125百万円

 未収入金 11百万円

 長期貸付金 89百万円

 支払手形 558百万円

 買掛金 479百万円

 未払費用 19百万円

 前受金 1百万円 

─ 

 

 

 

 

※５ 支払信託 

   下記債務には債権者が債権を

資金化できる支払信託が含ま

れております。 

 買掛金 4,339百万円

 その他 262百万円
 

※５ 支払信託 

   下記債務には債権者が債権を

資金化できる支払信託が含ま

れております。 

 買掛金 4,144百万円

 その他 233百万円
 

※６ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負債

のその他に含めて表示してお

ります。 

※６ 消費税等の取扱い 

    仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負債

のその他に含めて表示してお

ります。 

─ 

※７ 中間期末満期手形の処理 

     中間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、当中間会計期間末

日は金融機関の休日であった

ため、次の中間期末日満期手

形が中間期末残高に含まれて

おります。 

 受取手形 145百万円

 支払手形 19百万円
 

※７ 中間期末満期手形の処理 

     中間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、当中間会計期間末

日は金融機関の休日であった

ため、次の中間期末日満期手

形が中間期末残高に含まれて

おります。 

 受取手形 134百万円

 支払手形 7百万円
 

※７ 会計年度末日満期手形の処理

     会計年度末日満期手形の会

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、当会計年度末日

が金融機関の休日であったた

め、次の会計年度末日満期手

形が、会計年度末残高に含ま

れております。 

 受取手形 147百万円

 支払手形 4百万円
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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 営業外収益の主要項目 

 受取利息 2百万円

 受取配当金 6百万円

   為替差益 8百万円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

 受取利息 5百万円

 受取配当金 4百万円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

 受取利息 5百万円

 受取配当金 6百万円
 

   

※２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 46百万円

 社債利息 17百万円

 たな卸資産 
 評価損 

1百万円

 社債発行費 10百万円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 59百万円

 社債利息 19百万円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 96百万円

 社債利息 38百万円

 たな卸資産 
 評価損 

1百万円
 

   

※３ 特別利益の主要項目 

 貸倒引当金 
 戻入額 

8百万円

 

 

※３ 特別利益の主要項目 

 貸倒引当金 
 戻入額 

5百万円

 受取補償金 28百万円

 前期損益修正
 益 

24百万円

 

※３ 特別利益の主要項目 

 投資有価証券
売却益 

5百万円

 貸倒引当金 
 戻入額 

16百万円

 

   

※４ 特別損失の主要項目 
 固定資産 
 除却損 

12百万円

 固定資産 
 売却損 

1百万円

 投資有価証券 
 売却損 

7百万円
 

※４ 特別損失の主要項目 
 固定資産 
 除却損 

5百万円

 貸倒損失 251百万円

  事業撤退損 119百万円
 

※４ 特別損失の主要項目 
 固定資産 
 除却損 

168百万円

 固定資産 
 売却損 

1百万円
 

   

 ５ 減価償却実施額 

 有形固定資産 333百万円

 無形固定資産 10百万円
 

 ５ 減価償却実施額 

 有形固定資産 511百万円

 無形固定資産 11百万円
 

 ５ 減価償却実施額 

 有形固定資産 785百万円

 無形固定資産 22百万円
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(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) 17,014,000 ― ― 17,014,000
 

 

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) 20,783 500 ― 21,283
 

(変動事由の概要)  
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
 単元未満株式の買取りによる増加    500 株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株） 
会社名 内訳 目的となる

株式の種類 前会計 
年度末 

増加 減少 当中間会計
期間末 

当中間会計
期間末残高
（百万円）

平成 14 年新株予約権 普通株式 122,000 ― ― 122,000 ―
提出会社 

平成 15 年新株予約権 普通株式 142,000 ― ― 142,000 ―

合計 264,000 ― ― 264,000 ―

 
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
(百万円) 

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
(株) 50 3 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６月 29 日

   
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後とな
るもの 

     該当事項はありません。 
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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) 

 

１ 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) 22,208 845 ― 23,053
 

(変動事由の概要)  
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
 単元未満株式の買取りによる増加    845 株 

 
 

前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 
 
１ 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) 20,783 1,425 ― 22,208
 

(変動事由の概要)  
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
 単元未満株式の買取りによる増加    1,425 株 
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(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) 

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 2,603百万円

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △6百万円

 現金及び現金同等物 2,597百万円
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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 

取得価額
相当額 
 

(百万円) 

 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円) 

機械及び
装置 

640  294 345

工具器具
及び備品 

 16  9 6

ソフトウ
ェア 

21  12 9

合計 677  316 360

  

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 

取得価額
相当額
 

(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期末
残高
相当額
(百万円)

機械及び
装置 

661 225 436

工具器具
及び備品

16 13 2

ソフトウ
ェア 

18 15 3

合計 696 253 442

  

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 

取得価額
相当額 
 

(百万円) 

 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

 

期末残高
相当額
 

(百万円)

機械及び
装置 

724  239 484

工具器具
及び備品

16  11 4

ソフトウ
ェア 

18  12 5

合計 759  264 495

  
② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 85百万円

１年超 283百万円

合計 368百万円
 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 95百万円

１年超 355百万円

合計 451百万円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 99百万円

１年超 402百万円

合計 501百万円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 46百万円

減価償却費 
相当額 

44百万円

支払利息相当額 3百万円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 57百万円

減価償却費 
相当額 

52百万円

支払利息相当額 6百万円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 106百万円

減価償却費 
相当額 

97百万円

支払利息相当額 8百万円
 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・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。 

 ・利息相当額の算定方法 

  ……リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利

息法によっております。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

  …… 同左 

 

 

 ・利息相当額の算定方法 

  …… 同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

  …… 同左 

 

 

 ・利息相当額の算定方法 

  …… 同左 

２      － ２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料 

１年以内 6百万円

１年超 8百万円

合計 14百万円
 

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料 

１年以内 6百万円

１年超 11百万円

合計 17百万円
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(有価証券関係) 
 

前中間会計期間末（平成 18 年９月 30 日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
(単位：百万円) 

区分 当中間会計期間末 

その他有価証券 取得原価 中間貸借対照表計上額 差額 

 ① 株式 90 349 259

 ② 債券 

     社債 11 11 ―

     その他 0 0 0

計 102 362 260

 (注) 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価格であります。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 (単位：百万円) 

区分 中間貸借対照表計上額

 ① 満期保有目的の債券

   割引金融債 50

   劣後債 100

② その他有価証券 
  非上場株式 

462

③ 子会社株式 
   非上場株式 

300

 

   当中間会計期間において、有価証券に減損処理を行ったものはありません。 

   なお、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っております。 

 
(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) 
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) 

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、いずれもヘッ

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。 

同左 同左 

 
(ストック･オプション等関係) 

 

該当事項はありません。 
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(持分法損益等) 

 
 関連会社１社については、純損益及び利益剰余金の額に与える影響が軽微であり、重要性

が乏しいと判断したため、記載しておりません。  



天昇電気工業株式会社 (6776) 平成20年3月期中間決算短信 

 

 - 67 -

(１株当たり情報) 

 

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株当たり純資産額 244.09円 256.56円 253.47円

１株当たり中間(当期)

純利益 
9.31円 9.02円 21.39円

潜在株式調整後1株当た

り中間(当期)純利益 
9.28円 9.00円 21.33円

(注) 算定上の基礎 

 １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益、算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 

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株当たり中間（当期）純利益  

中間純利益又は当期純利益 
（百万円） 

158 153 363

普通株主に帰属しない金額 
（百万円） 

― ― ―

（うち利益処分による役員賞与） (―) (―) (―)

普通株式に係る中間(当期)純利益 
（百万円） 

158 153 363

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,993 16,991 16,992

潜在株式調整後1株当たり中間 
(当期)純利益 

 

中間（当期）純利益調整額 
（百万円） 

― ― ―

普通株式増加数（千株） 57 37 47

（うち新株予約権 (千株)） ( 57 ) ( 37 ) ( 47 )

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 
 
 

新株予約権 
 株主総会の特別決議日 
 平成15年6月27日 
（新株予約権 146個） 

新株予約権 
 株主総会の特別決議日 
 平成15年6月27日 
（新株予約権 142個） 

新株予約権 
 株主総会の特別決議日 
 平成15年6月27日 
（新株予約権142個） 
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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) 

１ 海外合弁会社の設立 

   当社は、平成18年10月20日開 

  催の取締役会において、ポーラ

ンド国内に合弁会社の設立を決

議いたしました。この設立は、

近時のお客様の海外展開に伴

い、当社の主力生産品目であり

ます家電外装部品の供給をタイ

ムリーに行い、お客様の需要に

お応えするためのものでありま

す。設立時期は平成19年１月末

までを予定しております。なお、

社名、出資比率等は、現在協議

中であります。 

   また、当社は、平成18年12月

21日開催の取締役会において、

三甲株式会社とアメリカ合衆国

カリフォルニア州サンディエゴ

地区に合弁会社を設立し、メキ

シコ合衆国ティファナ地区でこ

の合弁会社の生産子会社による

成形事業を開始することを決議

いたしました。設立時期は平成

19年１月末までを予定しており

ます。なお、社名、出資比率等

は、現在協議中であります。こ

の設立は、ポーランドの合弁会

社設立と同趣旨であり、海外展

開を積極的に図ってまいりま

す。 

─ １ 当社は、平成18年12月20日、ポ

ーランド共和国北部のトルン市

に設立した天昇ポーランドコー

ポレーション有限会社の設備投

資資金として、平成19年４月20

日に1,700万PLN（714百万円）の

出資払込を行いました。 

２ 当社は、平成19年１月24日、ア

メリカ合衆国カリフォルニア州

サンディエゴ地区に三甲株式会

社との合弁会社、天昇アメリカ

コーポレーションを設立し、平

成19年５月９日に400万ドル

（483百万円）の出資払込を行い

ました。 

 




