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(百万円未満切捨て) 

１．19 年９月中間期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 
(1) 連結経営成績                                                         (％表示は対前年中間期増減率) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間(当期)純利益

        百万円  ％       百万円     ％        百万円    ％     百万円     ％
19年９月期中間期 １５,８２４(△０.５)   ６７８  (△０.６) ５２４  (１２.４) ２６３ (△０.４)
18年９月期中間期 １５,８９８(△０.０)    ６８１(△４５.６) ４６７(△５５.９) ２６４(△３６.７)
19 年３月期 ３３,３２４(△０.２) １,７８０(△２８.９) １,３９９(△３３.８) ６１８(△４２.３)
 
 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月期中間期   ２０   ４２     ―      ― 
18年９月期中間期 ２０   ５１     ―      ― 
19 年３月期   ４７   ９６      ―      ― 
(参考)持分法投資損益 19 年９月中間期 －百万円 18 年９月中間期 －百万円 19 年 3 月期 －百万円 
    
(2) 連結財政状態                                                           

 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 １株当たり純資産 

    百万円 百万円 ％        円      銭 
19年９月期中間期 ３５，２０３ １２，７６３ ３６．３ ９８９   ８５ 
18年９月期中間期 ３５，４３４ １２，５１８ ３５．３ ９７１   ３５ 
19 年３月期 ３５，３２１ １２，８３１ ３６．３ ９９５   ２８ 
(参考)自己資本 19年９月中間期 12,761 百万円  18 年９月中間期 12,518 百万円  19 年 3月期 12,831 百万円 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況                                          

営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物
 

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高
            百万円            百万円            百万円            百万円

19年９月期中間期 ８４２ △  ５２４ △ ４１６ １，６１６ 
18年９月期中間期 １，７０１ △    ８４６ △  ５８３ １，７９７ 
19 年３月期 ３，００８ △２，１４６ △  ６７３ １，７１４ 
 
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    ―  ―   １５ ００   １５ ００ 
20 年３月期    ―  ―    
20年３月期(予想)      １５ ００ 

 １５ 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 ３３,５１１  (０.６) １,７１８(△３.５) １,５３０ （９.４) ７５７(２２.５) ５８ ７９
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   無 
    
(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための 

基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更       有 
② ①以外の変更              無 

  (注)詳細は、14 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 12,910,000 株   18 年９月中間期 12,910,000 株   19 年３月期 12,910,000 株 

②期末自己株式数 
  19 年９月中間期     17,834 株    18 年９月中間期    22,434 株    19 年３月期     17,834 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、28 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月期中間期 １３,２８５(△０.７) ６０５ (△１.９) ４３９ (△０.１) １９２(△１７.２)
18年９月期中間期 １３,３７９  (０.５) ６１７(△４４.０) ４３９(△５２.８) ２３２(△３５.９)
19 年３月期 ２７,７３１(△０.４) １,６４８(△２７.５)１,３３２(△３０.６) ６４２(△１２.０)
 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
      円      銭 

19年９月期中間期 １４   ９１ 
18年９月期中間期 １８   ００ 
19 年３月期    ４９   ８４ 
 
(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月期中間期 ３２，５０４ １２，７４９ ３９．２ ９８８  ９４ 
18年９月期中間期 ３２，５５１ １２，５２４ ３８．５ ９７１  ５０ 
19 年３月期  ３２，２９８  １２，８９０ ３９．９  ９９９  ８８ 
(参考)自己資本 19年９月中間期 12,749 百万円  18 年９月中間期 12,524 百万円  19 年 3月期 12,890 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 ２７,４５１(△１.０) １,５１３(△８.２) １,３３７ （０.４) ６３０(△１.９) ４８ ８９

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  
 上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報により当社で判断したものであり
ます。しかし、今後の経済情勢、事業運営における内外の状況変化等により、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、３ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご参照ください。 
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１．経 営 成 績 

  

(1) 経営成績に関する分析 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の伸びの鈍化や住民税増税感などにより個人消

費が伸び悩むなど景気の回復がやや緩やかなものとなりました。 

住宅関連業界におきましては、新設住宅着工戸数が平成19年１～９月において812千戸（前年同

期比14.4％減）と低調であり、とくに第２四半期は改正建築基準法による建築確認申請手続きの厳

格化に伴い、建築確認審査が遅延している影響により大幅な減少となっております。 

石膏ボード業界におきましても、第１四半期は前年の出荷数量を上回ったものの、第２四半期で

の落込みが大きく、当中間連結会計期間の製品出荷数量は269百万㎡（前年同期比4.4％減）となり

ました。 

当グループにおきましては、原材料・燃料価格の上昇による原価増に対処するため合理化設備投

資を推し進めており、４月からの製品価格の改定とともに収益の確保に努めております。また、石

膏ボード端材のリサイクルなど環境問題にも全力で取組むとともに、将来への研究投資（完全リサ

イクル型せっこうパネル・土壌処理材）も進めております。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は15,824百万円（前年同期比0.5％減）、営業利益678百

万円（前年同期比0.6％減）、経常利益524百万円（前年同期比12.4％増）となり、中間純利益は固

定資産除却損等もあり263百万円（前年同期比0.4％減）となりました。 

当グループは、単一セグメントであり、また、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社が

ないためセグメント情報の記載を省略しております。 

また、事業部門等の区分による記載は「石膏ボード」と「その他」の区分により記載しており、

業務区分については記載が困難なため記載を省略しております。 

  
通期の見通し 

石膏ボード需要の重要な要因である新設住宅着工戸数は、改正建築基準法による建築確申請手続

きの厳格化に伴い建築確認審査が遅延している影響により大幅な減少が続いております。建築確認

申請・検査業務円滑化への対策も打ち出されており徐々に混乱は収拾されるものと思われます。ま

た、建築物着工遅延による需要は、将来の石膏ボード需要へ繋がるものと見込まれますが、当期に

おける製品出荷数量への影響は避けられず、原材料・燃料の一段高も予想されます。 

通期の業績予想につきましては、売上高33,511百万円（前年同期比0.6％増）、営業利益1,718百

万円（前年同期比3.5％減）、経常利益1,530百万円（前年同期比9.4％増）、当期純利益757百万円（前

年同期比22.5％増）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・負債及び純資産の状況 

当中間連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比して118百万円減少して

35,203百万円となりました。これは主に、四日市工場等の設備投資による有形固定資産が457百万

円増加した一方で、受取手形及び売掛金が783百万円減少したこと等によるものです。 

負債につきましては、前連結会計年度末と比して49百万円減少して22,440百万円となりました。

これは主に、未払金が195百万円減少したこと等によるものです。 

純資産につきましては、前連結会計年度末と比して68百万円減少して12,763百万円となりました。 

これは主に、中間純利益263百万円の計上等による利益剰余金が69百万円増加した一方で、株価の

下落によるその他有価証券評価差額金が151百万円減少したこと等によるものです。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、1,616百万円と前連結会計年度末に比べ98百万

円の減少となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは842百万円（前年同期比858百万円、50.5％減）の収入とな

りました。これは、売上債権の減少額761百万円（前期同期比582百万円の減）、減価償却費571百万

円（前期同期比87百万円の増）、たな卸資産の増加額350百万円（前期同期比264百万円の増）が主

な要因であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、四日市工場設備の取得など有形固定資産の

取得等により524百万円の支出（前年同期比は、貝塚工場の設備投資など846百万円の支出）となり

ました。 

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、416百万円の支出（前年同期比は583百万円

の支出）となりました。これは、投資活動に伴う長期借入による収入が600百万円ありましたが、

長期借入金の返済による支出が676百万円、社債の償還による支出が105百万円、配当金の支払額が

192百万円等が主な要因であります。 

 
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社といたしましては、引続き株主各位への利益還元を経営の最重要政策の一つと位置付け、将

来の安定的な利益確保のために内部留保を充実させ、可能な限りにおいて安定した配当を継続する

ことを第一とし、業績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。また、内部留保金

の使途につきましては、今後の事業展開への備えと設備投資資金として投入していくこととしてお

ります。 

当期につきましては、基本方針に基づき、１株当たり15円の期末配当金を予定しております。 
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(4) 事業等のリスク 

当グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなも

のがあり、投資家の判断に影響を及ぼす可能性がある事項と考えております。 

なお、文中の将来に関する事項は当中間連結会計期間末現在において判断したものであります。 

① 景気変動、経済情勢のリスク 

当グループは建築の内装材料である石膏ボードを生産・販売しており、新設住宅着工や今後のリ

フォーム需要の動向などによって経営成績に影響を受ける可能性があります。 

 

② 競合、価格動向のリスク 

石膏ボードは、品質面での差別化が難しく同業他社との競合にともなう販売価格の変動があった

場合には当グループの経営成績に影響を受ける可能性があります。 

 

③ 主要原材料、燃料費等の調達価格の変動 

石膏ボードの製造に係る主要原材料や燃料費等が市況の変動により、調達価格が上昇した場合には当

グループの経営成績に影響を受ける可能性があります。 
 
 
 
２．企 業 集 団 の 状 況 

 
  最近の有価証券報告書（平成 19 年６月 28 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関

係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

 

 

３．経 営 方 針 

 

(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 中長期的な経営戦略、(4) 会社の対処す

べき課題 

平成19年３月期決算短信（平成19年５月21日開示）により開示を行った内容から重要な変更がな

いため開示を省略いたします。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.chiyoda-ute.co.jp

（ジャスダック証券取引所ホームページ（ＪＡＳＤＡＱインターネット開示システム）） 

http://jds.jasdaq.co,jp/tekiji/
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４ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

 
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

  現金及び預金  1,873,671 1,718,176  1,804,747

  受取手形及び売掛金 ※５  7,128,159 6,634,021  7,417,178

  たな卸資産  1,987,760 2,379,814  2,028,948

  その他  879,595 591,927  574,960

貸倒引当金  △197,842 △84,861  △105,344

流動資産合計  11,671,344 32.9 11,239,078 31.9  11,720,490 33.2

Ⅱ 固定資産   

  有形固定資産 ※１   

  建物及び構築物 
※２ 
※３ 

5,261,271 5,286,919 5,397,713 

  機械装置及び運搬具 
※２ 
※３ 

5,650,411 5,608,522 5,320,140 

  土地 ※３ 9,637,760 9,638,107 9,638,107 

  その他 ※２ 348,083 708,679 428,363 

有形固定資産合計  20,897,526 59.0 21,242,228 60.4  20,784,325 58.8

  無形固定資産  37,917 0.1 39,093 0.1  37,763 0.1

  投資その他の資産   

  投資有価証券 ※３ 1,702,808 1,467,250 1,654,294 

  その他 1,196,871 1,309,083 1,206,731 

 貸倒引当金 △75,893 △93,874 △81,891 

投資その他の資産合計  2,823,787 8.0 2,682,459 7.6  2,779,135 7.9

固定資産合計  23,759,230 67.1 23,963,782 68.1  23,601,223 66.8

Ⅲ 繰延資産   

社債発行費  4,041 829  ―

繰延資産合計  4,041 0.0 829 0.0  ― ―

資産合計  35,434,616 100.0 35,203,690 100.0  35,321,714 100.0
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

 

 
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※５  5,246,269 5,350,728  5,461,884

  短期借入金 ※３  9,739,703 8,839,057  8,971,796

  未払金  2,177,583 1,884,896  2,080,547

  未払法人税等  243,815 223,340  346,905

  未払消費税等  14,522 45,748  32,562

  賞与引当金  259,793 273,086  264,818

  役員賞与引当金  33,000 ―  75,000

  その他 ※５  1,251,308 1,523,960  895,438

流動負債合計  18,965,996 53.5 18,140,817 51.5  18,128,953
51.3

Ⅱ 固定負債   

  社債  1,245,000 785,000  840,000

  長期借入金 ※３  1,449,052 2,287,845  2,299,067

  退職給付引当金  633,235 678,981  641,035

  役員退職慰労引当金  66,857 76,464  71,450

  その他  556,190 471,540  509,903

固定負債合計  3,950,335 11.2 4,299,831 12.2  4,361,457 12.4

負債合計  22,916,332 64.7 22,440,648 63.7  22,490,410
63.7

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

資本金  3,319,700 9.4 3,319,700 9.4  3,319,700 9.4

資本剰余金  4,094,700 11.5 4,094,700 11.6  4,094,700 11.6

利益剰余金  4,573,468 12.9 4,985,565 14.2  4,915,682 13.9

自己株式  △33,624 △0.1 △18,231 △0.0  △18,231 △0.1

株主資本合計  11,954,243 33.7 12,381,734 35.2  12,311,851 34.8

Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券 
評価差額金 

 601,244 1.7 390,776 1.1  542,562 1.5

繰延ヘッジ損益  △37,203 △0.1 △11,177 △0.0  △23,109 △0.0

評価・換算差額等 
合計 

 564,041 1.6 379,599 1.1  519,452 1.5

Ⅲ 少数株主持分   

少数株主持分  ― 0.0 1,707 0.0  ― 0.0

純資産合計  12,518,284 35.3 12,763,041 36.3  12,831,304 36.3

負債純資産合計  35,434,616 100.0 35,203,690 100.0  35,321,714 100.0
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

  
② 【中間連結損益計算書】 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 
百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高  15,898,296 100.0 15,824,442 100.0  33,324,973 100.0

Ⅱ 売上原価  10,399,858 65.4 10,333,842 65.3  21,540,321 64.7

売上総利益  5,498,438 34.6 5,490,600 34.7  11,784,651 35.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  4,816,606 30.3 4,812,520 30.4  10,004,142 30.0

営業利益  681,831 4.3 678,079 4.3  1,780,509 5.3

Ⅳ 営業外収益   

  受取利息 4,235 4,276 9,169 

  受取配当金 10,199 13,878 19,741 

  受取賃貸料 32,907 43,939 68,638 

  その他 22,850 70,192 0.4 42,881 104,974 0.6 102,935 200,485 0.6

Ⅴ 営業外費用   

  支払利息 117,297 115,130 232,206 

  減価償却費 51,800 51,407 103,510 

  貸倒引当金繰入額 36,501 ― 64,925 

  その他 79,336 284,936 1.8 91,522 258,059 1.6 181,322 581,964 1.7

経常利益  467,087 2.9 524,994 3.3  1,399,030 4.2

Ⅵ 特別利益   

  固定資産売却益 ※２ 629 7,375 2,433 

  投資有価証券売却益 51 ― 51 

  貸倒引当金戻入益 4,474 5,155 0.0 16,550 23,926 0.2 1,694 4,179 0.0

Ⅶ 特別損失   

  固定資産除売却損 
※３ 
※４ 

8,504 74,921 12,211 

  投資有価証券評価損 5,557 ― 5,557 

  会員権評価損 ― ― 1,500 

  役員退職慰労金 ― 16,241 ― 

  子会社整理損 ― 14,062 0.0 ― 91,162 0.6 157,339 176,608 0.5

税金等調整前中間(当期) 
純利益 

 458,180 2.9 457,757 2.9  1,226,601 3.7

法人税、住民税及び事業税 228,926 209,264 587,706 

法人税等調整額 △35,085 193,840 1.2 △16,479 192,785 1.2 20,815 608,521 1.8

少数株主利益  ― ― 1,707 0.0  ― ―

中間(当期)純利益  264,340 1.7 263,265 1.7  618,079 1.9

   
 

8 



チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

 
③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 3,319,700 4,094,700 4,582,742 △33,562 11,963,579

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当       (注) △193,314  △193,314

 利益処分による役員賞与  (注) △80,300  △80,300

 中間純利益 264,340  264,340

  自己株式の取得 △61 △61

 株主資本以外の項目の中間連結
 会計期間中の変動額(純額) 

 

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円) 

― ― △9,274 △61 △9,335

平成18年９月30日残高    (千円) 3,319,700 4,094,700 4,573,468 △33,624 11,954,243

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 690,090 ― 12,653,670

中間連結会計期間中の変動額 

 剰余金の配当       (注) △193,314

 利益処分による役員賞与  (注) △80,300

 中間純利益 264,340

  自己株式の取得 △61

 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) 

△88,845 △37,203 △126,049

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円) 

△88,845 △37,203 △135,385

平成18年９月30日残高    (千円) 601,244 △37,203 12,518,284

(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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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高    (千円) 3,319,700 4,094,700 4,915,682 △18,231 12,311,851

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当        △193,382  △193,382

 中間純利益 263,265  263,265

  自己株式の取得  ―

 株主資本以外の項目の中間連結
 会計期間中の変動額(純額) 

 

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円) 

69,882  69,882

平成19年９月30日残高    (千円) 3,319,700 4,094,700 4,985,565 △18,231 12,381,734

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益

少数株主持分 繰延ヘッジ損益 

平成19年３月31日残高   (千円) 542,562 △23,109 ― 12,831,304 

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当        △193,382 

 中間純利益 263,265 

  自己株式の取得 ― 

 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) 

△151,785 11,932 1,707 △138,145 

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円) 

△151,785 11,932 1,707 △68,262 

平成19年９月30日残高    (千円) 390,776 △11,177 1,707 12,763,041 
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高   (千円) 3,319,700 4,094,700 4,582,742 △33,562 11,963,579

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当         (注) △193,314  △193,314

 役員賞与                  (注) △80,300  △80,300

 当期純利益 618,079  618,079

 自己株式の取得 △61 △61

  自己株式の処分 △11,524 15,393 3,868

 株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額(純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計(千円) 332,939 15,331 348,271

平成19年３月31日残高   (千円) 3,319,700 4,094,700 4,915,682 △18,231 12,311,851

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益

純資産合計 

平成18年３月31日残高   (千円) 690,090 ― 12,653,670

連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当         (注) △193,314

 役員賞与                  (注) △80,300

 当期純利益 618,079

 自己株式の取得 △61

  自己株式の処分 3,868

 株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額(純額) 

△147,527 △23,109 △170,637

連結会計年度中の変動額合計(千円) △147,527 △23,109 177,634

平成19年３月31日残高   (千円) 542,562 △23,109 12,831,304

(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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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  

  税金等調整前中間(当期) 

純利益 
 458,180 457,757 1,226,601

  減価償却費  483,589 571,221 1,029,088

  負ののれん償却額  △482 △482 △964

  社債発行費償却額  4,041 75 8,083

  貸倒引当金の増減額 

(△減少) 
 39,045 △8,500 100,546

  賞与引当金の増加額  37,196 8,268 42,221

  役員賞与引当金の増減額 

  (△減少) 
 33,000 △75,000 75,000

  退職給付引当金の増加額  41,356 37,945 49,157

  役員退職慰労引当金の 

増加額 
 4,443 5,013 9,037

  受取利息及び受取配当金  △14,434 △18,154 △28,911

  支払利息  117,297 115,130 232,206

  固定資産売却益  △629 △7,375 △2,433

  固定資産除売却損  8,504 59,921 12,211

  投資有価証券売却益  △51 ― △51

  投資有価証券評価損  5,557 ― 5,557

  会員権評価損  ― ― 1,500

  子会社整理損  ― ― 157,339

  売上債権の増減額(△増加)  179,314 761,629 △145,833

  たな卸資産の増加額  △86,405 △350,866 △75,515

  仕入債務の増減額(△減少)  798,571 △111,156 1,014,186

  未払消費税等の増減額 

(△減少) 
 △103,221 13,185 △85,181

  その他流動・固定資産の 

増加額 
 △62,253 △63,395 △102,562

  その他流動・固定負債の 

増減額(△減少) 
 414,488 △144,843 521,691

  役員賞与の支払額  △80,300 ― △80,300

小計  2,276,811 1,250,374 3,962,674

  利息及び配当金の受取額  10,296 15,452 42,498

  利息の支払額  △111,191 △113,561 △243,547

  法人税等の支払額  △474,655 △309,495 △753,545

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 1,701,260 842,769 3,008,080
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

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) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
  

  定期預金預入による支出  △20,114 △22,130 △44,242

  定期預金払戻による収入  10,113 10,117 20,227

  有形固定資産 

取得による支出 
 △795,185 △526,126 △2,059,822

  有形固定資産 

売却による収入 
 1,539 7,912 6,384

  投資有価証券 

の取得による支出 
 △78,184 △3,408 △113,628

  投資有価証券 

の売却による収入 
 34,426 ― 35,189

  貸付による支出  △13,056 △6,685 △19,870

  貸付金の回収による収入  19,697 20,173 38,799

  その他投資活動による支出  △5,547 △4,286 △9,421

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △846,312 △524,433 △2,146,385

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
  

  短期借入金の増減額(純額) 

  (△減少) 
 73,380 △66,997 △784,799

  長期借入による収入  250,000 600,000 1,850,000

  長期借入金の 

返済による支出 
 △540,956 △676,964 △1,200,668

社債の発行による収入  ― 50,000 ―

  社債の償還による支出  △105,000 △105,000 △210,000

  自己株式取得による支出  △61 ― △61

自己株式処分による収入  ― ― 3,868

配当金の支払額  △192,060 △192,481 △192,418

  その他財務活動による支出  △68,686 △25,477 △138,988

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 △583,384 △416,919 △673,067

Ⅳ 現金及び現金同等物の 

増減額(△減少) 
 271,564 △98,584 188,626

Ⅴ 現金及び現金同等物 

期首残高 
 1,525,992 1,714,619 1,525,992

Ⅵ 現金及び現金同等物 

中間期末(期末)残高 
 1,797,556 1,616,035 1,714,619
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 
 

項目 
前中間連結会計期間 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 (自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(イ)連結子会社……６社 

東京総合資材㈱ 

チヨダメタルスタッド㈱

チヨダエクスプレス㈱ 

チヨダセラ㈱ 

東海エクスプレス㈱ 

東京アークシステム㈱ 

(イ)連結子会社……６社 

   同左 

(イ)連結子会社……６社 

   同左 

 (ロ)非連結子会社 

チヨダエコリサイクル㈱

チヨダプレカットセンター㈱

連結の範囲から除いた理

由 

 非連結子会社は、小規
模会社であり、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)等は、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
であります。 

(ロ)非連結子会社 

   チヨダプレカットセンター㈱

 

連結の範囲から除いた理

由 

非連結子会社は、小規
模会社であり、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)等は、いずれも
中間連結財務諸表に重
要な影響を及ぼしてい
ないためであります。 
なお、前連結会計年度

まで非連結子会社であ
りましたチヨダエコリ
サイクル㈱は、平成19年
7月20日をもって清算結
了しております。 

(ロ)非連結子会社 

チヨダエコリサイクル㈱

チヨダプレカットセンター㈱

連結の範囲から除いた理

由 

 非連結子会社は、小規
模会社であり、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)等は、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で
あります。 

なお、チヨダエコリサ
イクル㈱は、当連結会計
年度末において清算会
社であります。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

 非連結子会社２社及び
関連会社１社について
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)等に及
ぼす影響が軽微であり、
かつ全体として重要性が
乏しいため、持分法の適
用から除外しておりま
す。 

 非連結子会社１社及び
関連会社１社について
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)等に及
ぼす影響が軽微であり、
かつ全体として重要性が
乏しいため、持分法の適
用から除外しておりま
す。 

 非連結子会社２社及び
関連会社１社について
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)等に及
ぼす影響が軽微であり、
かつ全体として重要性が
乏しいため、持分法の適
用から除外しておりま
す。 

３ 連結子会社の中間

決算日(事業年度)

等に関する事項 

 連結子会社の中間決算

日は、中間連結決算日と

一致しております。 

   同左  連結子会社の決算日

は、連結決算日と一致し

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 

 

 

(イ)有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

  償却原価法 

ｂ 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） 

  時価のないもの 
  移動平均法による原価

法 

 

 

(イ)有価証券 

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 

   同左 

 

 

 

 

 

  時価のないもの 

   同左 

 

 

(イ)有価証券 

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 

  決算期末日の市場価格
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） 

  時価のないもの 
   同左 
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (ロ)たな卸資産 

ａ 製品・仕掛品 

  総平均法による原価法

ｂ 商品・原材料・貯蔵品

  先入先出法による原価

法 

  但し、チヨダメタルス

タッド㈱の原材料・貯蔵

品は最終仕入原価法 

(ロ)たな卸資産 

   同左 

(ロ)たな卸資産 

   同左 

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

(イ)有形固定資産 

建物 当社は定額法
連結子会社は
定率法 
但し、平成10
年４月以降に
取得した建物
(建物附属設
備は除く)に
ついては、定
額法 

その他 定率法 
但し、当社岡
山工場等３工
場は定額法 

 なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。

 建物及び構築物７～50年

 機械装置   ５～12年

(イ)有形固定資産 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(会計方針の変更） 

法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月30

日 政令第83号))に伴

い、当中間連結会計期間

から、平成19年４月１日

以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更し

ております。 

これに伴う損益への影

響は軽微であります。 

(イ)有形固定資産 

   同左 
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (追加情報） 

  当中間連結会計期間か

ら、平成19年３月31日以

前に取得したものについ

ては、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する

方法によっております。

当該変更に伴う損益に

与える影響は、売上総利

益が33百万円、営業利益、

経常利益、税金等調整前

中間純利益が35百万円そ

れぞれ減少しておりま

す。 

 

 (ロ)無形固定資産 

  定額法 

 但し、ソフトウェア(自

社利用分)については、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法 

(ロ)無形固定資産 

   同左 

(ロ)無形固定資産 

   同左 

 (ハ)長期前払費用 

  均等償却 

(ハ)長期前払費用 

   同左 

(ハ)長期前払費用 

   同左 

 (3) 重要な繰延資産

の処理方法 

社債発行費 

 ３年間で均等償却 

社債発行費 

社債償還期間にわたる

定額法 

社債発行費 

  同左 

 (4) 重要な引当金の

計上基準 

(イ)貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒れに

よる損失に備えるため、

一般債権については貸倒

実績率による計算額を、

貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回

収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上してお

ります。 

(イ)貸倒引当金 

   同左 

(イ)貸倒引当金 

   同左 

 (ロ)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に

備えるため、支給見込額

に基づき計上しておりま

す。 

(ロ)賞与引当金 

   同左 

(ロ)賞与引当金 

   同左 
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (ハ)役員賞与引当金 

 役員に対して支給する

賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度にお

ける支給見込額に基づ

き、当中間連結会計期間

に見合う分を計上してお

ります。 

(会計処理の変更） 

 当中間連結会計期間か

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

中間純利益が、33,000

千円減少しております。

 

―――――――― 

 

(ハ)役員賞与引当金 

 役員に対して支給する

賞与の支出に備えるた

め、支給見込額に基づき

計上しております。 

(会計処理の変更） 

 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

当期純利益は、それぞれ

75,000千円減少しており

ます。 

 (ニ)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会

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。 

 なお、会計基準変更時

差異（669,573千円）につ

いては、15年による按分

額を費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間による定

額法により按分した額を

翌連結会計年度から費用

処理しております。 

(ニ)退職給付引当金 

   同左 

 

(ニ)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年

度末において発生してい

ると認められる額を計上

しております。 

 なお、会計基準変更時

差異（669,573千円）につ

いては、15年による按分

額を費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間による定

額法により按分した額を

翌連結会計年度から費用

処理しております。 

 (ホ)役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支給に

備えるため、規程に基づ

く期末要支給見込額(現

価方式による)から算定

した中間期末要支給相当

額を引当計上しておりま

す。 

 なお、連結子会社につ

いては計上しておりませ

ん。 

(ホ)役員退職慰労引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ホ)役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支給に

備えるため、規程に基づ

く期末要支給額(現価方

式による)を引当計上し

ております。 

 なお、連結子会社につ

いては計上しておりませ

ん。 
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (5) 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    同左 

 (6) 重要なヘッジ会

計の方法 

(イ)ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用

しております。また、金

利スワップ取引について

は特例処理の要件を満た

している場合に特例処理

を採用しております。 

(イ)ヘッジ会計の方法 

   同左 

(イ)ヘッジ会計の方法 

   同左 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ  借入金 
 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対

象 

   同左 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対

象 

   同左 

 (ハ)ヘッジ方針 

 変動金利を固定金利に

変換する目的で金利スワ

ップ取引を利用している

のみであります。投機目

的の取引及びレバレッジ

効果の高いデリバティブ

取引は行わない方針であ

ります。 

(ハ)ヘッジ方針 

  同左 

(ハ)ヘッジ方針 

   同左 

 (ニ)ヘッジの有効性評価の

方法 

 ヘッジ開始時から有効

性判定時点までの期間に

おけるヘッジ対象の相場

変動またはキャッシュ・

フロー変動の累計とヘッ

ジ手段の相場変動または

キャッシュ・フロー変動

との累計とを比較検討

し、両者の変動率または

変動額を基礎にして判断

しております。 

(ニ)ヘッジの有効性評価の

方法 

   同左 

(ニ)ヘッジの有効性評価の

方法 

   同左 

 (7) 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。 

   同左    同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フロー計算書)

における資金の範

囲 

 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  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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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

(会計処理の変更) 

 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「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12,555,488千円で

あります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

 

―――――――― 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当連結会計年度から「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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は12,854,414千円で

あります。 

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

(表示方法の変更) 

 

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

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

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「負ののれん償却額」と表示しております。 

 
――――――――――― 
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

17,495,769千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

18,199,308千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

17,960,789千円

※２ 有形固定資産に含まれている

休止固定資産 

建物及び構築物 196,867千円 

機械装置 1,102,735千円 

その他 433千円

計 1,300,036千円
 

※２ 有形固定資産に含まれている

休止固定資産 

建物及び構築物 181,616千円

機械装置 1,014,934千円

その他 368千円

計 1,196,919千円
 

※２ 有形固定資産に含まれている

休止固定資産 

建物及び構築物 189,032千円

機械装置 1,058,874千円

その他 420千円

計 1,248,327千円
 

※３ 担保に供している資産 

建物及び 
構築物 

2,420,406千円

機械装置 2,691,468千円
土地 3,500,745千円
投資有価証券 303,570千円

計 8,916,190千円
 

※３ 担保に供している資産 

建物及び 
構築物 

2,363,541千円

機械装置 2,900,637千円
土地 3,500,745千円
投資有価証券 282,440千円

計 9,047,364千円
 

※３ 担保に供している資産 

建物及び 
構築物 

2,372,722千円

機械装置 2,539,092千円

土地 3,500,745千円

投資有価証券 297,945千円

計 8,710,506千円
 

上記のうち、工場財団設定分 
建物及び 
構築物 

2,259,679千円

機械装置 2,691,468千円

土地 1,756,040千円

計 6,707,188千円
 

上記のうち、工場財団設定分
建物及び 
構築物 

2,213,646千円

機械装置 2,900,637千円

土地 1,756,040千円

計 6,870,325千円
 

上記のうち、工場財団設定分
建物及び 
構築物 

2,217,469千円

機械装置 2,539,092千円

土地 1,756,040千円

計 6,512,602千円
 

上記は次の債務の担保に供して

おります。 

短期借入金 90,000千円

長期借入金 2,096,205千円

(一年内返済長期借入金を含
めております。) 

 

上記は次の債務の担保に供して

おります。 

短期借入金 110,000千円

長期借入金 3,188,683千円

(一年内返済長期借入金を含
めております。) 

 

上記は次の債務の担保に供して

おります。 

短期借入金 170,000千円

長期借入金 3,151,829千円

(一年内返済長期借入金を含
めております。) 

 
 ４ 受取手形割引高 

155,861千円 

   受取手形裏書高 

7,794千円 

   手形債権流動化残高 

2,412,080千円 

   信託手形債権が取立不能等の

場合においてのみ手形債権の買

戻し義務が発生する特約となっ

ております。 

 ４ 受取手形割引高 

245,499千円

   受取手形裏書高 

10,406千円

   手形債権流動化残高 

2,636,986千円

   信託手形債権が取立不能等の

場合においてのみ手形債権の買

戻し義務が発生する特約となっ

ております。 

 ４ 受取手形割引高 

271,202千円

   受取手形裏書高 

7,458千円

     手形債権流動化残高 

2,713,061千円

   信託手形債権が取立不能等の

  場合においてのみ手形債権の買

  戻し義務が発生する特約となっ

ております。 

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形は、手形交換日をもって決済

しております。したがって、当

中間連結会計期間末日は、金融

機関休業日のため次の通り、当

中間連結会計期間末日満期手形

が期末残高に含まれておりま

す。 

受取手形 29,789千円
支払手形 838,428千円
設備支払手形 238,245千円
受取手形割引高 41,515千円
手形債権流動化
残高 

340,059千円
 

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形は、手形交換日をもって決済

しております。したがって、当

中間連結会計期間末日は、金融

機関休業日のため次の通り、当

中間連結会計期間末日満期手形

が期末残高に含まれておりま

す。 

受取手形 23,098千円
支払手形 844,626千円
設備支払手形 266,577千円
受取手形割引高 55,522千円
手形債権流動化
残高 

350,271千円
 

※５ 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、当連結会計年度末日

は、金融機関休業日のため次の

通り、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 38,001千円
支払手形 931,702千円
設備支払手形 10,598千円
受取手形割引高 45,152千円

裏書手形 2,801千円
手形債権流動化
残高 

461,746千円
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

(中間連結損益計算書関係) 

 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費 

   主要な費目及び金額 

(1) 運賃 3,166,140千円

(2) 役員報酬 92,985千円

(3) 給料・賞与 457,938千円

(4) 賞与引当金 
繰入額 

120,474千円

(5) 役員賞与引 
当金繰入額 

33,000千円

(6) 役員退職 
慰労引当金 
繰入額 

4,420千円

(7) 退職給付 
費用 

31,411千円

(8) 貸倒引当金 
繰入額 

6,468千円

(9) 減価償却費 40,274千円

(10)試験研究費 100,569千円
 

※１ 販売費及び一般管理費 

   主要な費目及び金額 

(1) 運賃 3,172,049千円

(2) 役員報酬 140,656千円

(3) 給料・賞与 456,863千円

(4) 賞与引当金
繰入額 

133,637千円

(5) 役員賞与引
当金繰入額

―千円

(6) 役員退職 
慰労引当金
繰入額 

5,013千円

(7) 退職給付 
費用 

36,877千円

(8) 貸倒引当金
繰入額 

―千円

(9) 減価償却費 43,810千円

(10)試験研究費 71,301千円
 

※１ 販売費及び一般管理費 

   主要な費目及び金額 

(1) 運賃 6,656,297千円

(2) 役員報酬 189,620千円

(3) 給料・賞与 1,020,691千円

(4) 賞与引当金 
繰入額 

118,809千円

(5) 役員賞与引 
当金繰入額 

75,000千円

(6) 役員退職 
慰労引当金 
繰入額 

8,990千円

(7) 退職給付 
費用 

53,579千円

(8) 貸倒引当金 
繰入額 

66,918千円

(9) 減価償却費 89,316千円

(10)試験研究費 204,953千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

運搬具 629千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

運搬具 7,375千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び 

運搬具 
2,433千円

 
※３   ―――――――― ※３ 固定資産売却損の内訳 

運搬具 23千円
 

※３ 固定資産売却損の内訳 

運搬具 36千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物 663千円

機械装置及び 
運搬具 

7,308千円

工具器具 
及び備品 

533千円

計 8,504千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 50,102千円

機械装置及び 
運搬具 

23,613千円

工具器具 
及び備品 

1,182千円

計 74,898千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 1,156千円

機械装置及び 
運搬具 

9,279千円

工具器具 
及び備品 

1,738千円

計 12,174千円
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

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) 12,910,000 ― ― 12,910,000

 
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) 22,349 85 ― 22,434
 

   （変動事由の概要） 

   増加数の内訳は、次の通りであります。 

    連結子会社の自己株式(当社株式)取得による増加    85株 

    
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 193,382 15.00 平成18年３月31日 平成18年６月29日
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

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) 12,910,000 ― ― 12,910,000

 
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) 17,834 ― ― 17,834

    
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19年６月28日
定時株主総会 

普通株式 193,382 15.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

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） 12,910,000 ― ― 12,910,000

 
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） 22,349 85 4,600 17,834
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 連結子会社の自己株式(当社株式)取得による増加    85株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 連結子会社の自己株式(当社株式)売却による減少  4,600株 

 
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 193,382 15.00 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(注) 配当金の総額は、当社の配当した金額の総額であります。このうち連結子会社が所有していた当社株式への

配当67千円が連結上消去されております。 

 
 (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
（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 193,382 15.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  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 

現金及び預金 1,873,671千円

計 1,873,671千円

預入期間が 
３か月を超 
える定期預金 

△ 76,114千円

現金及び 
現金同等物 

1,797,556千円

  

  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 

現金及び預金 1,718,176千円

計 1,718,176千円

預入期間が 
３か月を超 
える定期預金

△102,141千円

現金及び 
現金同等物 

1,616,035千円

  

  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 

現金及び預金 1,804,747千円

計 1,804,747千円

預入期間が 
３か月を超 
える定期預金 

△ 90,128千円

現金及び 
現金同等物 

1,714,619千円

  
 
 
 
 
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

必要が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当連結グループは、石膏ボードを中心とした建築材料を製造販売しており、製品の種類、販売市場

等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

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

当連結グループは、石膏ボードを中心とした建築材料を製造販売しており、製品の種類、販売市場

等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 
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) 

当連結グループは、石膏ボードを中心とした建築材料を製造販売しており、製品の種類、販売市場

等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 
【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当連結グループは、海外拠点が存在しない為、該当いたしません。 

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

当連結グループは、海外拠点が存在しない為、該当いたしません。 

 
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) 

当連結グループは、海外拠点が存在しない為、該当いたしません。 

 
【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当連結グループは、海外売上高がない為、該当いたしません。 

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

当連結グループは、海外売上高が連結売上高の10％未満の為、海外売上高の記載を省略しておりま

す。 

 
前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当連結グループは、海外売上高がない為、該当いたしません。 

 

 

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

 

 

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

(１株当たり情報) 

 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 971円35銭
 

１株当たり純資産額 989円85銭
 

１株当たり純資産額 995円28銭
 

１株当たり中間純利益 20円51銭
 

１株当たり中間純利益 20円42銭
 

１株当たり当期純利益 47円96銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

 同左 

 

 

１株当たり純資産額の算定上の

基礎 

中間連結貸借 
対照表の純資 
産の部の合計額

12,763,041千円

 普通株式に 
係る純資産額 

12,761,333千円

差額の主な内訳 

少数株主持分 1,707千円

普通株式の 
発行済株式数 

12,910,000株

普通株式の 
自己株式数 

17,834株

１株当たり純 
資産額の算定 
に用いられた 
普通株式の数 

12,892,166株

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

１株当たり中間純利益の算定上

の基礎 

 中間連結損益計算 
 書上の中間純利益 

264,340千円

 普通株式に係る 
 中間純利益 

264,340千円

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳 

 該当事項はありません。 

 

普通株式の 
期中平均株式数 

12,887,621株 

 

１株当たり中間純利益の算定上

の基礎 

 中間連結損益計算
 書上の中間純利益

263,265千円

 普通株式に係る 
 中間純利益 

263,265千円

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳 

 該当事項はありません。 

普通株式の 
期中平均株式数 

12,892,166株

 

１株当たり当期純利益の算定上

の基礎 

 連結損益計算書 
 上の当期純利益 

618,079千円

 普通株式に係る 
 当期純利益 

618,079千円

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の 
期中平均株式数 

12,888,009株

 

   
(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【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 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

  現金及び預金 1,296,862 1,257,181 1,305,457 

  受取手形 1,238,814 1,035,338 1,372,272 

  売掛金 4,428,557 4,109,987 4,254,226 

  たな卸資産 1,854,203 2,222,734 1,869,546 

  その他 887,527 688,039 655,081 

貸倒引当金 △228,568 △122,218 △119,218 

流動資産合計  9,477,396 29.1 9,191,062 28.3  9,337,365 28.9

Ⅱ 固定資産   

  有形固定資産   

  建物 4,236,860 4,268,507 4,356,576 

  機械及び装置 5,460,799 5,438,887 5,145,043 

  土地 9,310,245 9,310,245 9,310,245 

  その他 1,218,349 1,568,775 1,320,335 

有形固定資産合計 20,226,255 62.1 20,586,417 63.3 20,132,201 62.3

  無形固定資産 18,736 0.1 19,645 0.1 18,091 0.1

  投資その他の資産   

  投資有価証券 1,825,708 1,590,150 1,777,194 

  その他 1,027,167 1,140,769 1,058,650 

 貸倒引当金 △27,600 △23,250 △25,050 

投資その他の資産合計 2,825,276 8.7 2,707,670 8.3 2,810,795 8.7

固定資産合計  23,070,268 70.9 23,313,733 71.7  22,961,088 71.1

Ⅲ 繰延資産   

社債発行費 4,041 ― ― 

繰延資産合計  4,041 0.0 ― 0.0  ― 0.0

資産合計  32,551,706 100.0 32,504,796 100.0  32,298,453 100.0
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

 

 
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 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

  支払手形 2,396,030 2,537,344 2,438,296 

  買掛金 1,533,189 1,529,067 1,490,522 

  未払金 1,847,607 1,536,724 1,753,378 

  短期借入金 8,987,824 8,302,044 8,264,918 

  未払法人税等 218,003 196,593 331,246 

  賞与引当金 228,000 238,000 225,000 

  役員賞与引当金 25,000 ― 60,000 

  その他 1,188,097 1,498,296 846,612 

流動負債合計  16,423,752 50.4 15,838,070 48.7  15,409,976 47.7

Ⅱ 固定負債   

  社債 1,245,000 735,000 840,000 

  長期借入金 1,199,383 2,040,686 2,015,016 

  長期未払金 140,363 88,839 114,688 

  退職給付引当金 588,481 644,781 613,517 

  役員退職慰労引当金 66,857 76,464 71,450 

  その他 363,189 331,376 343,233 

固定負債合計  3,603,273 11.1 3,917,147 12.1  3,997,906 12.4

負債合計  20,027,026 61.5 19,755,218 60.8  19,407,882 60.1
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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 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  3,319,700 10.2 3,319,700 10.2  3,319,700 10.3

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金 4,094,700 4,094,700 4,094,700 

資本剰余金合計  4,094,700 12.6 4,094,700 12.6  4,094,700 12.7

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金 780,000 780,000 780,000 

(2) その他利益剰余金   

資産圧縮記帳積 
立金 

99,677 96,884 98,937 

別途積立金 3,080,000 3,080,000 3,080,000 

繰越利益剰余金 604,791 1,016,924 1,016,011 

利益剰余金合計  4,564,469 14.0 4,973,808 15.3  4,974,949 15.4

４ 自己株式  △18,231 △0.1 △18,231 △0.1  △18,231 △0.1

株主資本合計  11,960,638 36.7 12,369,977 38.0  12,371,118 38.3

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 601,244 1.9 390,776 1.2  542,562 1.7

２ 繰延ヘッジ損益  △37,203 △0.1 △11,177 △0.0  △23,109 △0.1

評価・換算差額等 
合計 

 564,041 1.8 379,599 1.2  519,452 1.6

純資産合計  12,524,679 38.5 12,749,577 39.2  12,890,571 39.9

負債純資産合計  32,551,706 100.0 32,504,796 100.0  32,298,453 100.0
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

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 
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 金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  13,379,130 100.0 13,285,251 100.0  27,731,563 100.0

Ⅱ 売上原価  8,291,267 62.0 8,209,523 61.8  16,819,691 60.7

売上総利益  5,087,862 38.0 5,075,728 38.2  10,911,872 39.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,470,343 33.4 4,470,125 33.6  9,263,783 33.4

営業利益  617,519 4.6 605,602 4.6  1,648,088 5.9

Ⅳ 営業外収益  36,495 0.3 57,996 0.4  131,892 0.5

Ⅴ 営業外費用  214,253 1.6 224,362 1.7  447,444 1.6

経常利益  439,761 3.3 439,235 3.3  1,332,537 4.8

Ⅵ 特別利益  2,451 0.0 ― ―  3,349 0.0

Ⅶ 特別損失  14,062 0.1 74,921 0.6  148,056 0.5

税引前中間(当期)純利益  428,151 3.2 364,314 2.7  1,187,830 4.3

法人税、住民税及び事業税 203,172 182,314 530,876 

法人税等調整額 △7,130 196,041 1.5 △10,242 172,072 1.3 14,364 545,241 2.0

中間(当期)純利益  232,109 1.7 192,241 1.4  642,588 2.3
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チヨダウーテ㈱（５３８７） 平成２０年３月期 中間決算短信 

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 利益準備金
資産圧縮記
帳積立金

別途積立金
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  (千円) 3,319,700 4,094,700 780,000 107,840 2,680,000 1,017,902 △18,231 11,981,911

中間会計期間中の変動額    

 資産圧縮記帳積立金の取崩  △3,592 3,592  ―

 利益処分による資産圧縮記帳 
 積立金の取崩       (注) 

 △4,570 4,570  ―

 別途積立金の積立   (注)  400,000 △400,000  ―

 剰余金の配当     (注)  △193,382  △193,382

 利益処分による役員賞与(注)  △60,000  △60,000

 中間純利益  232,109  232,109

 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) 

― ― ― △8,163 400,000 △413,110 ― △21,273

平成18年９月30日残高  (千円) 3,319,700 4,094,700 780,000 99,677 3,080,000 604,791 △ 18,231 11,960,638

 
評価・換算差額等 

 その他有価
証券評価 
差額金 

繰延ヘッジ
損益 

純資産合計

平成18年３月31日残高  (千円) 690,090 ― 12,672,002

中間会計期間中の変動額  

 資産圧縮記帳積立金の取崩  ―

 利益処分による資産圧縮記帳 
 積立金の取崩       (注) 

 ―

 別途積立金の積立   (注)  ―

 剰余金の配当     (注)  △193,382

 利益処分による役員賞与(注)  △60,000

 中間純利益  232,109

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△88,845 △37,203 △126,049

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△88,845 △37,203 △147,322

平成18年９月30日残高  (千円) 601,244 △37,203 12,524,679

(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 利益準備金
資産圧縮記
帳積立金

別途積立金
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  (千円) 3,319,700 4,094,700 780,000 98,937 3,080,000 1,016,011 △18,231 12,371,118

中間会計期間中の変動額    

 資産圧縮記帳積立金の取崩  △2,053 2,053  ―

 別途積立金の積立    ―

 剰余金の配当  △193,382  △193,382

 中間純利益  192,241  192,241

 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) 

― ― ― △2,053 ― 912 ― △1,140

平成19年９月30日残高  (千円) 3,319,700 4,094,700 780,000 96,884 3,080,000 1,016,924 △18,231 12,369,977

 
評価・換算差額等 

 その他有価
証券評価 
差額金 

繰延ヘッジ
損益 

純資産合計

平成19年３月31日残高  (千円) 542,562 △23,109 12,890,571

中間会計期間中の変動額  

 資産圧縮記帳積立金の取崩  ―

 別途積立金の積立  ―

 剰余金の配当  △193,382

 中間純利益  192,241

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△151,785 11,932 △139,853

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△151,785 11,932 △140,993

平成19年９月30日残高  (千円) 390,776 △11,177 12,749,577
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 利益準備金
資産圧縮記
帳積立金

別途積立金
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    (千円) 3,319,700 4,094,700 780,000 107,840 2,680,000 1,017,902 △18,231 11,981,911

事業年度中の変動額    

 資産圧縮記帳積立金の取崩  △4,332 4,332  ―

 資産圧縮記帳積立金の取崩 (注)  △4,570 4,570  ―

 別途積立金の積立     (注)  400,000 △400,000  ―

 剰余金の配当       (注)  △193,382  △193,382

 役員賞与                 (注)  △60,000  △60,000

 当期純利益  642,588  642,588

 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) ― ― ― △8,903 400,000 △1,891 ― 389,206

平成19年３月31日残高    (千円) 3,319,700 4,094,700 780,000 98,937 3,080,000 1,016,011 △18,231 12,371,118

 
評価・換算差額等 

 その他有価
証券評価 
差額金 

繰延ヘッジ
損益 

純資産合計

平成18年３月31日残高    (千円) 690,090 ― 12,672,002

事業年度中の変動額  

 資産圧縮記帳積立金の取崩  ―

 資産圧縮記帳積立金の取崩 (注)  ―

 別途積立金の積立     (注)  ―

 剰余金の配当       (注)  △193,382

 役員賞与                 (注)  △60,000

 当期純利益  642,588

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額) 

△147,527 △23,109 △170,637

事業年度中の変動額合計  (千円) △147,527 △23,109 218,569

平成19年３月31日残高    (千円) 542,562 △23,109 12,890,571

(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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