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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 2,399 △10.4 154 △44.2 182 △40.2 111 △36.3

18年９月中間期 2,678 9.1 276 3.2 305 13.5 174 80.5

19年３月期 5,220 △8.5 491 △34.6 522 △31.9 191 △50.8

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 8 86 － －

18年９月中間期 13 90 － －

19年３月期 15 27 － －

（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 10,159 7,514 74.0 598 48

18年９月中間期 10,092 7,524 74.6 599 15

19年３月期 10,054 7,522 74.8 599 06

（参考）自己資本 19年９月中間期 7,514百万円 18年９月中間期 7,524百万円 19年３月期 7,522百万円

(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 196 62 △62 1,409

18年９月中間期 407 △246 △62 1,425

19年３月期 411 △429 △93 1,213

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 －  2 50 －  5 00 7 50

20年３月期 －  2 00 － －

20年３月期（予想） － － －  5 00 7 00

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 5,250 0.6 410 △16.5 450 △13.9 250 30.3 19 91
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４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、14ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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 13,200,000株 18年９月中間期 13,200,000株 19年３月期 13,200,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 644,827株 18年９月中間期 641,954株 19年３月期 642,510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、20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

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると半

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  ①当中間会計期間の概況

　当中間期におけるわが国経済は、原油をはじめとする各種素材価格の高騰やサブプライムローン問題に端を発す

る米国景気の減速傾向などが懸念材料であるものの、企業収益の改善に伴う設備投資の増加や、雇用情勢の改善に

よる個人消費の増加により、緩やかな回復基調で推移いたしました。

　しかしながら、当社の業績と関連の深い住宅関連業界につきましては、耐震偽装問題の再発防止などを考慮して

６月20日に施行された、改正建築基準法に伴う建築確認申請の審査の厳格化により、建築許可までの期間が長期化

しており、新設住宅着工戸数は８月・９月共に前年比40％を超える過去に例を見ないほどの激減状況となっており

ます。

　このような状況のもと、当社といたしましては、顧客の企業価値を高める提案をすると共に、魅力ある高付加価

値商品の開発・販売を積極的に推進しました結果、受注高は前年同期比22.2％減の2,226百万円（うち輸出1,085百

万円、全受注高の48.7％）、売上高は前年同期比10.4％減の2,399百万円（うち輸出982百万円、全売上高の40.9％）

となりました。利益面につきましては、経常利益は前年同期比40.2％減の182百万円となり、中間純利益は前年同期

比36.3％減の111百万円となりました。

　部門別の売上高では、木工機械につきましては前年同期比30.1％減の864百万円と低調に推移いたしましたが、製

材機械につきましては前年同期比7.8％増の354百万円、工作機械につきましても6.0％増の1,180百万円と、それぞ

れ僅かずつながらも増加しました。

 

②通期の見通し

　今後の見通しにつきましては、景気は緩やかながらも回復基調が持続し、また、新設住宅着工戸数も持ち直すこ

とが見込まれるものの、原油価格の高騰あるいは世界経済や為替相場の動向など不透明な要素もあり、引き続き予

断を許さない状況が続くものと思われます。

　このような経営環境のもと、当社といたしましては、地球環境保護に有効であり世界的に需要が増大している植

林木の有効利用、とりわけ林野庁が推進している国産材（スギ、ヒノキなど）の有効活用に寄与する新生産システ

ム対応の製材機械開発や、歩留まりに優れた合板向けにも顧客に利益をもたらしうる新しい発想の各種木材加工プ

ラントを、住宅産業が要求する性能及び機能向上に貢献すべく拡販をして行きたいと思います。

　また、近年の主力商品である電子回路業界向け加工機械や自動車産業・液晶ディスプレイ産業・航空機産業等へ

向けた各種ＮＣ制御加工機械なども、新機種の開発と並行して積極的な拡販活動に努め、更なる品質の向上と徹底

した原価低減活動を推進し、より一層の業績向上に最善を尽くす所存であります。

　なお、通期の業績につきましては、売上高5,250百万円、経常利益450百万円、当期純利益250百万円を見込んでお

ります。
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況に関する分析

　当中間会計期間末の資産につきましては、前期末に比べ105,454千円増加し、10,159,891千円となりました。これ

は主に、株式市況の下落に伴う、投資有価証券の減少があったものの、たな卸資産並びに現金及び預金の増加等に

よるものであります。

　負債につきましては、大口受注に伴う、前受金の増加等により、前期末に比べ114,111千円増加して、2,645,825

千円となりました。

　純資産につきましては、繰越利益剰余金の処分による別途積立金の増加がありましたが、その他有価証券評価差

額金の減少等により、前期末に比べ8,657千円減少して、7,514,066千円となりました。

 

②キャッシュ・フローの状況に関する分析

　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、1,409,562千円となり、前中間会計期

間末より15,592千円減少しました。

　当中間会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　営業活動の結果、得られた資金は196,424千円（前年同期は407,371千円の獲得）となりました。これは主に、

　たな卸資産が増加したものの、前受金の増加等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）

　　投資活動の結果、得られた資金は62,332千円（前年同期は246,135千円の使用）となりました。これは主に、

　有価証券及び投資有価証券の償還等によるものであります。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　財務活動の結果、使用した資金は62,753千円（前年同期は62,350千円の使用）となりました。これは主に、

　配当金の支払い等によるものであります。

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成19年９月期

自己資本比率（％） 74.1 74.8 74.0

時価ベースの自己資本比率（％） 54.5 44.2 37.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 0.4 1,269.4 236.9

 　　　 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

　　　　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）※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

　　　　　　　※キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

　　　　　　　ております。

 

  (3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要項目と位置付け、継続的な安定配当の実施を目標とし、将来の事業

展開に備えての内部留保を勘案しつつ、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。

　なお、当期の中間配当金につきましては、１株につき２円とさせていただきます。また、期末配当金につきまし

ては、１株につき５円、年間配当金では１株につき７円とさせていただく予定です。

 

２．企業集団の状況
 該当事項なし
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、1897年に日本で初めての製材機械を発売して以来、111年の歴史を持つ木材加工機械及び工作機械を製造

する機械メーカーであり、先進技術並びに継続的顧客サービスを重視した堅実経営に徹して参りました。

　近年、時代の変化に伴い、顧客の要求がますます多様化すると共に、その水準が上昇していますので、ＩＳＯ9001

の認証取得（平成11年）を契機に、品質向上意識の継続的改善に向けて、全社一丸となり取り組んでおります。

　なお、本年度の品質方針は、以下とおりです。

―　2007年度　品質方針　―

<自立>について

  ・ 全員が強いプロ意識を持ち、常に業務の改善意識を心がけよう

  ・ 積極的な教育・訓練を実施し、個人／組織双方の実力を向上しよう

<協調>について

  ・ 内部統制システムの確立を通じて、業務の「見える化」を徹底しよう

  ・ 日頃からコミュニケーション(報告・連絡・相談)を大事にしよう

<創造>について

  ・ 顧客並びにその先にあるマーケット（市場）のニーズに挑戦しよう

  ・ 時代の変化に素早く対応すべく、柔軟な発想をする様に心がけよう

(2）目標とする経営指標

  当社は、経営の効率化と高付加価値化を推し進めることにより、全社的においては、年度当初に掲げる受注・売

上・利益目標の必達を目指すと共に、収益力を高めることが企業価値及び株主価値を向上させることであると考え、

売上高営業利益率の改善を重要な経営指標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、個別の顧客のみならず顧客業界のニーズを的確に汲み取った、扱いやすくかつ安全な製品の開発・製造

に努め、それにより顧客の満足と社会の信頼を得るべく、全社一丸となり邁進していきたいと思っております。そ

の為に、全社員がＩＳＯ9001に基づいて品質マネジメントシステムを充分に理解した上で、全社のみならず各部署

においても達成すべき目標を明確にした上で、それらの進捗をしっかりと管理することにより、その運用並びに有

効性の継続的改善に積極的に取り組んでいます。

(4）会社の対処すべき課題

  当社の基礎となる技術分野は、素材を切る・削る・磨くの３つが基本分野ですが、従来の木質材料のみならず、

多くの新素材が普及してきたことから、従来の加工技術では解決できない課題も発生しております。これらに対し

ても永年にわたり培ってきました保有技術を応用して、顧客業界のニーズにマッチした新機種の開発を行っていく

ことを課題としております。

　また、2007年度問題ともされる熟練技術者の技能の継承についても、積極的な人材獲得並びに社員教育を通じて、

その課題の克服に取り組んでいます。

　更に、本年９月30日から施行されました、金融商品取引法に対応した内部統制システムを確立するために、①業

務の有効性と効率性、②財務報告の信頼性、③関連法規の遵守、④資産の保全といった４つの目的及び、①統制環

境、②リスクの評価と対応、③統制活動、④情報と伝達、⑤モニタリング、⑥ITへの対応といった６つの基本的要

素を満たすべく、その準備作業を進めております。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

  該当事項なし
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  3,486,154   3,490,562    3,394,558   

２．受取手形 ※４ 389,150   365,770    406,554   

３．売掛金  992,847   1,100,300    1,096,053   

４．たな卸資産  839,873   967,958    826,862   

５．繰延税金資産  81,186   70,025    69,118   

６．その他 ※３ 42,804   80,607    77,770   

貸倒引当金  △5,921   △2,033    △4,508   

流動資産合計   5,826,096 57.7  6,073,190 59.8 247,094  5,866,408 58.3

Ⅱ　固定資産            

(1）有形固定資産 ※１           

１．建物  328,963   309,734    319,044   

２．機械及び装
置

 56,428   49,307    54,284   

３．土地  1,103,242   1,103,242    1,103,242   

４．その他  63,546   59,125    68,331   

有形固定資産
合計

 1,552,181  15.4 1,521,410  15.0 △30,771 1,544,903  15.4

(2）無形固定資産  3,440  0.0 6,228  0.0  5,478  0.1

(3）投資その他の
資産

           

１．投資有価証
券

 1,699,327   1,523,018    1,730,395   

２．繰延税金資
産

 295,755   222,759    192,547   

３．長期性預金  700,000   800,000    700,000   

４．その他  18,179   20,237    23,459   

貸倒引当金  △2,573   △6,953    △8,755   

投資その他の
資産合計

 2,710,688  26.9 2,559,062  25.2 △151,626 2,637,646  26.2

固定資産合計   4,266,311 42.3  4,086,700 40.2 △179,610  4,188,028 41.7

資産合計   10,092,407 100.0  10,159,891 100.0 67,484  10,054,437 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形  182,597   240,800    218,250   

２．買掛金  274,922   360,424    406,598   

３．未払法人税等  140,200   62,270    46,086   

４．前受金  201,487   276,271    126,069   

５．賞与引当金  148,800   135,400    136,000   

６．役員賞与引当
金

 16,000   16,275    32,550   

７．その他 ※３ 208,387   196,378    188,942   

流動負債合計   1,172,394 11.6  1,287,820 12.7 115,425  1,154,496 11.5

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当
金

 1,189,160   1,144,959    1,166,136   

２．役員退職慰労
引当金

 206,680   213,045    211,080   

固定負債合計   1,395,840 13.8  1,358,004 13.3 △37,835  1,377,216 13.7

負債合計   2,568,235 25.4  2,645,825 26.0 77,589  2,531,713 25.2

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   660,000 6.5  660,000 6.5 －  660,000 6.6

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  311,280   311,280    311,280   

(2）その他資本
剰余金

 100,031   100,031    100,031   

資本剰余金合
計

  411,311 4.1  411,311 4.0 －  411,311 4.1

３　利益剰余金            

(1）利益準備金  165,000   165,000    165,000   

(2）その他利益
剰余金

           

固定資産圧
縮積立金

 86,208   81,123    83,581   

別途積立金  5,470,000   5,520,000    5,470,000   

繰越利益剰
余金

 621,422   610,804    609,928   

利益剰余金合
計

  6,342,630 62.8  6,376,927 62.8 34,297  6,328,510 62.9

４　自己株式   △204,627 △2.0  △205,618 △2.0 △990  △204,827 △2.0

株主資本合計   7,209,313 71.4  7,242,619 71.3 33,306  7,194,994 71.6

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１　その他有価証
券評価差額金

  314,858 3.2  271,446 2.7 △43,411  327,729 3.2

評価・換算差額
等合計

  314,858 3.2  271,446 2.7 △43,411  327,729 3.2

純資産合計   7,524,172 74.6  7,514,066 74.0 △10,105  7,522,724 74.8

負債純資産合計   10,092,407 100.0  10,159,891 100.0 67,484  10,054,437 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

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

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,678,609 100.0  2,399,030 100.0 △279,578  5,220,871 100.0

Ⅱ　売上原価   1,720,507 64.2  1,617,298 67.4 △103,208  3,416,585 65.4

売上総利益   958,102 35.8  781,731 32.6 △176,370  1,804,285 34.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  681,131 25.4  627,108 26.1 △54,023  1,313,046 25.2

営業利益   276,970 10.4  154,623 6.5 △122,347  491,239 9.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  29,455 1.1  40,011 1.6 10,556  64,134 1.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  507 0.0  11,729 0.5 11,221  32,867 0.6

経常利益   305,918 11.5  182,906 7.6 △123,012  522,507 10.0

Ⅵ　特別利益 ※３  882 0.0  3,748 0.2 2,865  3,616 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  189 0.0  4,151 0.2 3,961  5,329 0.1

税引前中間
（当期）純利
益

  306,610 11.5  182,502 7.6 △124,108  520,794 10.0

法人税、住民
税及び事業税

 138,428   62,617    228,570   

過年度法人税
等

 －   2,590    －   

法人税等調整
額

 △6,344 132,084 5.0 6,091 71,298 3.0 △60,785 100,421 328,992 6.3

中間(当期)純
利益

  174,526 6.5  111,204 4.6 △63,322  191,802 3.7
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

利益準備
金

その他利益剰余金

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

660,000 311,280 100,031 165,000 94,527 5,400,000 607,766 △204,627 7,133,977

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当（注）       △62,790  △62,790

役員賞与（注）       △36,400  △36,400

別途積立金の積立（注）      70,000 △70,000  －

中間純利益       174,526  174,526

固定資産圧縮積立金の取崩（注）     △5,692  5,692  －

固定資産圧縮積立金の取崩     △2,626  2,626  －

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）

－ － － － △8,319 70,000 13,655 － 75,336

平成18年９月30日　残高
（千円）

660,000 311,280 100,031 165,000 86,208 5,470,000 621,422 △204,627 7,209,313

 

評価・換
算差額等

純資産合
計その他有

価証券評
価差額金

平成18年３月31日　残高
（千円）

404,294 7,538,272

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）  △62,790

役員賞与（注）  △36,400

別途積立金の積立（注）  －

中間純利益  174,526

固定資産圧縮積立金の取崩（注）  －

固定資産圧縮積立金の取崩  －

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△89,436 △89,436

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△89,436 △14,100

平成18年９月30日　残高
（千円）

314,858 7,524,172

　（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る。
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

利益準備
金

その他利益剰余金

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

660,000 311,280 100,031 165,000 83,581 5,470,000 609,928 △204,827 7,194,994

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当       △62,787  △62,787

別途積立金の積立      50,000 △50,000  －

中間純利益       111,204  111,204

固定資産圧縮積立金の取崩     △2,458  2,458  －

自己株式の取得        △791 △791

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）

－ － － － △2,458 50,000 875 △791 47,625

平成19年９月30日　残高
（千円）

660,000 311,280 100,031 165,000 81,123 5,520,000 610,804 △205,618 7,242,619

 

評価・換
算差額等

純資産合
計その他有

価証券評
価差額金

平成19年３月31日　残高
（千円）

327,729 7,522,724

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △62,787

別途積立金の積立  －

中間純利益  111,204

固定資産圧縮積立金の取崩  －

自己株式の取得  △791

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△56,283 △56,283

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△56,283 △8,657

平成19年９月30日　残高
（千円）

271,446 7,514,066
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

利益準備
金

その他利益剰余金

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

660,000 311,280 100,031 165,000 94,527 5,400,000 607,766 △204,627 7,133,977

事業年度中の変動額          

剰余金の配当（注）1       △62,790  △62,790

剰余金の配当（注）2       △31,395  △31,395

役員賞与（注）1       △36,400  △36,400

別途積立金の積立（注）1      70,000 △70,000  －

当期純利益       191,802  191,802

固定資産圧縮積立金の取崩（注）
1

    △5,692  5,692  －

固定資産圧縮積立金の取崩     △5,252  5,252  －

自己株式の取得        △199 △199

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）

－ － － － △10,945 70,000 2,161 △199 61,016

平成19年３月31日　残高
（千円）

660,000 311,280 100,031 165,000 83,581 5,470,000 609,928 △204,827 7,194,994

 

評価・換
算差額等

純資産合
計その他有

価証券評
価差額金

平成18年３月31日　残高
（千円）

404,294 7,538,272

事業年度中の変動額   

剰余金の配当（注）1  △62,790

剰余金の配当（注）2  △31,395

役員賞与（注）１  △36,400

別途積立金の積立（注）１  －

当期純利益  191,802

固定資産圧縮積立金の取崩（注）
1

 －

固定資産圧縮積立金の取崩  －

自己株式の取得  △199

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△76,565 △76,565

事業年度中の変動額合計
（千円）

△76,565 △15,548

平成19年３月31日　残高
（千円）

327,729 7,522,724

　（注）1. 平成18年６月開催の定時株主総会における利益処分項目である。

　　　　2. 平成18年11月開催の取締役会決議による中間配当である。
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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)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税引前中間（当期）
純利益

 306,610 182,502  520,794

減価償却費  20,035 25,608  41,809

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 1,722 △4,276  6,491

賞与引当金の減少額  △2,400 △600  △15,200

役員賞与引当金の増
加額（△減少額）

 16,000 △16,275  32,550

退職給付引当金の増
加額（△減少額）

 15,418 △21,176  △7,604

役員退職慰労引当金
の増加額

 4,400 1,965  8,800

受取利息及び配当金  △24,360 △32,038  △54,583

支払利息  224 829  323

投資有価証券評価損  － 3,750  －

投資有価証券評価差
損

 － 10,121  30,230

固定資産売却益  △882 －  △3,616

固定資産除売却損  189 401  453

売上債権の減少額  270,352 38,339  143,693

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 32,678 △141,096  45,690

仕入債務の増加額
（△減少額）

 △47,511 △23,623  119,817

前受金の増加額（△
減少額）

 △53,250 150,202  △128,668

役員賞与の支払額  △36,400 －  △36,400

その他  60,554 44,497  15,494

小計  563,382 219,130 △344,252 720,075

利息及び配当金の受
取額

 24,360 32,038  54,583

利息の支払額  △224 △829  △323

法人税等の支払額  △180,147 △53,914  △363,277

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 407,371 196,424 △210,947 411,058
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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)

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

定期預金の増加額  △199,000 －  △319,000

有価証券の売却（償
還）による収入

 57,959 10,000  61,899

投資有価証券の取得
による支出

 △100,080 －  △292,377

投資有価証券の売却
（償還）による収入

 － 50,000  143,288

有形固定資産の取得
による支出

 △6,834 △7,094  △15,101

有形固定資産の売却
による収入

 1,719 －  6,430

無形固定資産の取得
による支出

 － △1,373  △2,435

その他  100 10,800  △12,582

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △246,135 62,332 308,467 △429,879

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

配当金の支払額  △62,350 △61,961  △93,635

自己株式の取得によ
る支出

 － △791  △199

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △62,350 △62,753 △402 △93,835

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 54 － △54 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

 98,940 196,004 97,063 △112,656

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,326,214 1,213,558 △112,656 1,326,214

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 1,425,154 1,409,562 △15,592 1,213,558
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券の評価基準及び評価方

法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（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）

 

 

 

 

 

 　

(1）有価証券の評価基準及び評価方

法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（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）

なお、組込デリバティブを

区分して測定することがで

きない複合金融商品は、全

体を時価評価し、評価差額

を当中間会計期間の損益に

計上している。 

(1）有価証券の評価基準及び評価方

法

その他有価証券

時価のあるもの

期末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）

なお、組込デリバティブを

区分して測定することがで

きない複合金融商品は、全

体を時価評価し、評価差額

を当事業年度の損益に計上

している。

時価のないもの

  移動平均法による原価法

時価のないもの

  　　 同左

時価のないもの

       同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

　　デリバティブ　　　　　　　

　　　－

　　デリバティブ　　　

　時価法

　　デリバティブ　　　　　　　

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）製品・仕掛品

　個別法による原価法

(1）製品・仕掛品

同左

(1）製品・仕掛品

同左

(2）原材料

　移動平均法による原価法

(2）原材料

同左

(2）原材料

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

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。

建物　　　　　　　10～50年

機械及び装置　　　２～12年

　　　 ―――――

(1）有形固定資産

　定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。

建物　　　　　　　10～50年

機械及び装置　　　２～12年

（会計方針の変更）

  法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更してい

る。

　これに伴う損益への影響は軽微

である。　　　

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上して

いる。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益がそれぞれ

3,843千円減少している。

(1）有形固定資産

　定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。

建物　　　　　　　10～50年

機械及び装置　　　２～12年

 ―――――

(2）無形固定資産

　定額法

　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）に基づいている。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

 　　 －

(3）長期前払費用

　　均等償却

(3）長期前払費用

　　　　　 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売掛債権等の貸倒損失の発生に

備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上している。

(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いる。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額の当事業年度

負担額を計上している。

(3) 役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、

当事業年度における支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上して

いる。

(3) 役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、

当事業年度における支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上して

いる。

(3) 役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、

当事業年度における支給見込額の

当事業年度負担額を計上している。

（会計方針の変更）

　当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号　平成17年11月29日）

を適用している。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ16,000千円減少している。

 

　　　　 ―――――

 

（会計方針の変更）

　当事業年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準

第４号　平成17年11月29日）を適

用している。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は、それぞ

れ32,550千円減少している。

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、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いる。

(4) 退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき計上している。

(5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく当中間会計

期間末要支給額を計上している。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく当事業年度

末要支給額を計上している。

６．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

会計処理によっている。

同左 同左

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

　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か月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっている。

同左 同左

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

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっている。

消費税等の会計処理

　　　　　　　同左

消費税等の会計処理

　　　　　　　同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用している。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は7,524,172千円である。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

している。

――――― （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）を適用している。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は7,522,724千円である。

　なお、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成している。

 

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）

（中間キャッシュ・フロー計算書）

１．　営業活動によるキャッシュ・フローの「役員賞与の

支払額」は、前中間会計期間は「その他」に含めて表

示していたが、金額的重要性が増したため区分掲記し

ている。

　なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている

「役員賞与の支払額」は34,700千円である。

　　　　　　　　―――――

２．　営業活動によるキャッシュ・フローの「前渡金の減

少額（△増加額）」及び「未収入金の減少額（△増加

額）」は、当中間会計期間において金額的重要性が乏

しくなったため「その他」に含めている。

　なお、当中間会計期間の「その他」に含まれている

「前渡金の減少額（△増加額）」及び「未収入金の減

少額（△増加額）」は、それぞれ、△7,227千円、4,037

千円である。

 

－ 16 －



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

1,971,404千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,996,051千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,980,110千円

  ２　偶発債務

  　受取手形裏書譲渡高 　 260,760千円

　２  偶発債務

  　受取手形裏書譲渡高 　  92,507千円

　２　偶発債務

  　受取手形裏書譲渡高 　  96,364千円

   営業取引保証金      　151,052千円   営業取引保証金  　　   63,960千円

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示している。

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

資産の「その他」に含めて表示している。

※３　　　　　　―――――

※４　中間期末日満期手形

　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いる。

なお、当中間会計期間の末日は金融機関の

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いる。

※４　中間期末日満期手形

　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いる。

なお、当中間会計期間の末日は金融機関の

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いる。

※４　　　　　　―――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

受取手形 30,000千円 受取手形 28,188千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

受取利息 2,082千円

有価証券利息 　12,082千円

受取配当金 10,195千円

受取利息 4,194千円

有価証券利息 17,462千円

受取配当金 10,381千円

受取利息 4,961千円

受取証券利息 35,357千円

受取配当金 14,264千円

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

支払利息 224千円 支払利息 829千円

投資有価証券評価差損 10,121千円

支払利息 323千円

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

貸倒引当金戻入額 3,748千円 固定資産売却益 3,616千円

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

固定資産除却損 401千円

投資有価証券評価損 3,750千円

固定資産除売却損 453千円

投資有価証券売却損 4,875千円

 　５　減価償却実施額　　　　  　５　減価償却実施額　　　　 　５　減価償却実施額

有形固定資産 18,940千円

無形固定資産 357千円

有形固定資産 23,565千円

無形固定資産 623千円

有形固定資産 38,865千円

無形固定資産 754千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当中間会計期間増
加株式数（千株）

当中間会計期間減
少株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 13,200 － － 13,200

合計 13,200 － － 13,200

自己株式     

普通株式 641 － － 641

合計 641 － － 641

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項なし

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日
定時株主総会

普通株式 62,790 5.00 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中間会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月27日
取締役会

普通株式 31,395 利益剰余金 2.50 平成18年９月30日 平成18年12月８日

 

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当中間会計期間増
加株式数（千株）

当中間会計期間減
少株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 13,200 － － 13,200

合計 13,200 － － 13,200

自己株式     

普通株式（注） 642 2 － 644

合計 642 2 － 644

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項なし

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日
定時株主総会

普通株式 62,787 5.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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(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中間会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年11月21日
取締役会

普通株式 25,110 利益剰余金 2.00 平成19年９月30日 平成19年12月７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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

発行済株式     

普通株式 13,200 － － 13,200

合計 13,200 － － 13,200

自己株式     

普通株式（注） 641 0 － 642

合計 641 0 － 642

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項なし

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日
定時株主総会

普通株式 62,790 5.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月27日
取締役会

普通株式 31,395 2.50 平成18年９月30日 平成18年12月８日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日
定時株主総会

普通株式 62,787 利益剰余金 5.00 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

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

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

現金及び預金勘定 3,486,154千円

長期性預金 700,000千円

計 4,186,154千円

預入期間が３か月を超える定期預金

 △2,761,000千円

現金及び現金同等物 1,425,154千円

現金及び預金勘定 3,490,562千円

長期性預金 800,000千円

計 4,290,562千円

預入期間が３か月を超える定期預金

 △2,881,000千円

現金及び現金同等物 1,409,562千円

現金及び預金勘定 3,394,558千円

長期性預金 700,000千円

計 4,094,558千円

預入期間が３か月を超える定期預金

 △2,881,000千円

現金及び現金同等物 1,213,558千円
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（持分法損益等）

 　　　 該当事項なし

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項なし

（企業結合等）

　該当事項なし

（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 599円15銭 598円48銭 599円06銭

１株当たり中間（当期）純

利益金額

13円90銭 8円86銭 15円27銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額

潜在株式が存在しないため

記載していない。

同左 同左

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 

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（当期）純利益金額（千円） 174,526 111,204 191,802

普通株主に帰属しない金額 － － －

普通株式に係る中間（当期）純利

益金額（千円）
174,526 111,204 191,802

期中平均株式数（株） 12,558,046 12,556,239 12,557,941

（重要な後発事象）

　該当事項なし

  （開示の省略）

  リース取引、有価証券、デリバティブ取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性

      が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

 　

 

 

５．その他
 該当事項なし
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