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平成 20 年３月期  中間決算短信 

平成１９年１１月２２日 

 

上 場 会 社 名        株式会社 ＭＩＥテクノ            上場取引所 名証 第２部 
コ ー ド 番 号         ５３９７                              ＵＲＬ  http://www.mie-techno.com/                
代  表  者 （役職名）取締役社長（氏名）水口尚之 
問合せ先責任者 （役職名）常務取締役（氏名）高木幹夫 ＴＥＬ(０５９４)３１ －３１３１(代表)      
半期報告書提出予定日   平成 19年 12 月 25 日    配当支払開始予定日 平成19年 12 月 10 日 
 
                                                                                               （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月中間期 ４,０１４  １８.１ ３７４  １０５.３ ３２３ １１５.４ ２６８   １８２.３ 

18 年９月中間期 ３,４００   １１.３ １８２  △１７.０ １５０   ３.７  ９５   △１１.４ 

19 年３月期 ７,５１７    － ５５６    －  ４４５    －  ２７８    －  

 

 
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   ２２  ４９ ――   ―― 

18 年９月中間期    ８  ６３ ――   ―― 

19 年３月期   ２４  ５６ ――   ―― 

 
(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     ８,１４３         １,９８２     ２４.３ １６４  ７７ 

18 年９月中間期 ６,８５５ １,４１４ １９.３ １１９   ９６ 

19 年３月期 ７,５４８ １,６８６ ２２.３ １４１  ９０ 

(参考) 自己資本 19 年９月中間期１,９８２百万円  18 年９月中間期 １,３２２百万円  19 年３月期 １,６８６百万円 

 
(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 １５１ △７３ １６３ ６８９ 

18 年９月中間期 △２１１ ３ ２６４ ４１３ 

19 年３月期 △５７９ △１３２ ８０３ ４４７ 

 
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 

19 年３月期 ― ― ０円００銭 

20 年３月期 ３円００銭  

20 年３月期(予想)  ２円００銭 
 

５円００銭 

 
３．平成 20年３月期の連結業績予想（平成 19年４月１日 ～ 平成 20年３月 31日）  

                                                          （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 
通  期 

百万円     ％ 

８,０００ ６.４ 
百万円     ％ 

５６０  ０.７ 
百万円     ％ 

４５０  １.１ 
百万円     ％ 

３５０ ２５.９ 
 円    銭 
２９ １６ 
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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) 中間連結財務諸表に係る会計処理の原則・手続き、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        ： 有 

(注)詳細は１７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     19 年９月中間期 12,090,000 株  18 年９月中間期 11,130,000 株 
 (自己株式を含む)     19 年３月期   12,090,000 株 
②期末自己株式       19 年９月中間期    59,970 株  18 年９月中間期   104,957株 

19 年３月期       205,727 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、１８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                            

（百万円未満切捨て）  
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 ３,４２５ １７.４ ３０１ １８１.３ ２６０  ２１８.８ ２５６   ３９５.１ 

18 年９月中間期 ２,９１６  ９.２ １０７ △１９.３ ８１   １８.７ ５１  △１８.６ 

19 年３月期 ６,４０５   －  ３６０    －  ２８３     －  ２０５       －  

 

 
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 ２１ ２０ ――   ―― 

18 年９月中間期     ４ ６５ ――   ―― 

19 年３月期    １７ ９４ ――   ―― 

 
(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          ６,７８３ １,９７８ ２９.２ １６３ ７６ 

18 年９月中間期 ５,８７１ １,３６７ ２３.３ １２３ １５ 

19 年３月期    ６,５０９    １,７２４    ２６.５   １４２ ６８ 

 
 
２．平成 20年３月期の個別業績予想（平成 19年４月１日 ～ 平成 20年３月 31日）  

                                                                                       （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 
通  期 

.     百万円    ％ 

７,０００ ９.３ 
百万円     ％ 

４００ １１.１ 
百万円     ％ 

３４０ ２０.１ 
百万円     ％ 

３２０ ５５.５ 
 円    銭 

２６ ４９

 
※(将来に関する記述等についてのご注意)  
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により異なる可能性があ
ります｡ 

なお、業績予想に関する事項は､3ページをご覧ください｡ 
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経 営 成 績 
 

１． 経営成績に関する分析 

（１）当中間期の概況 

  当中間期のわが国経済は､世界経済の拡大を背景に好調な輸出と､輸出関連企業を中心とす

る民間設備投資に支えられ､堅調に推移しました。 

  当社グループを取り巻く環境は､製紙・化学・造船・半導体・デジタル関連企業などの積極

的な設備投資が続き、需要が拡大しました｡ 一方、高騰を続けたニッケル価格が今年６月に

急落したことにより市場でのステンレス価格は先安感が支配的となりました｡このため流通

各企業には在庫調整のため買い控え現象が生じています｡ 

  このような状況のもと、当社グループは販売価格の改定・維持に努めるとともに、造船・

デジタル関連工場など成長分野への取り組みや海外販路の拡大に取り組みました｡ 

この結果､当中間期の連結売上高は､４,０１４百万円(前中間期比１８.１％増)を確保し､

営業利益は３７４百万円(前中間期比１０５.３％増)、経常利益は３２３百万円(前中間期比

１１５.４％増)、中間純利益は２６８百万円(前中間期比１８２.３％増)となりました｡なお､

当中間期の連結売上高・営業利益・経常利益および中間純利益はいずれも過去最高となりま

した｡ 

  当社グループは､ステンレス製管継手部門へ事業を集中してまいりました結果､同部門の売

上高､営業利益に占める割合がこの２年間いずれも９０％を超えております｡このため､事業

の種類別セグメントは省略しております｡ 

 

(２)通期の見通し 

  下期のわが国経済は、輸出関連企業を中心に緩やかなペースで景気拡大が続く事が見込ま

れますが､サブプライムローン問題を契機とした米国経済の減速懸念や､上昇する原油・素材

価格の動向､金利・為替の動向など企業業績に影響を与える懸念材料もあります｡ 

  当社グループにとりましても､流通在庫の調整問題､ステンレス価格の動向、金利・為替相

場の動向などが売上・収益両面への圧迫要因となることが懸念され､経営環境は予断を許さな

い状況にありますが､国内外での事業活動をさらに強化し､売上・収益の確保に努めてまいり

ます｡ 

  なお､通期の見通しにつきましては､連結売上高が８,０００百万円(前期比６.４％増)、 

営業利益は５６０百万円(前期比０.７％増)、経常利益は４５０百万円(前期比１.１％増)、

当期純利益は３５０百万円(前期比２５.９％増)を見込んでいます｡ 

 

 

２． 財政状態に関する分析 

(１)資産、負債､純資産の状態 

   当中間連結会計期間末における総資産額は８,１４３百万円となり､前連結会計年度末比 

５９４百万円の増加となりました｡これは、現金及び預金､たな卸資産を中心に流動資産の増

加５６７百万円によるものであります｡負債総額は６,１６０百万円となり前連結会計年度末

比２９８百万円の増加となりました｡これは、主として支払手形及び買掛金の増加１４２百万

円､借入金の増加１３６百万円によるものであります｡また、純資産につきましては１,９８２

百万円となり前連結会計年度末比２９５百万円の増加となりました｡これは、主として利益剰

余金の増加２６８百万円によるものであります｡ 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物期末残高は､前連結会計年度末比  

２４２百万円の増加し６８９百万円となりました｡ 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益３０９百万円を確保いた
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しましたが､売上債権の減少、たな卸資産の増加､仕入れ債務の増加などにより１５１百万円

のプラスとなりました｡ 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得５０百万円､投資有価証券の

取得１２百万円などがあり､７３百万円のマイナスとなりました｡ 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式売却による収入２７百万円､借入金の増

加１３６百万円などがあり､１６３百万円のプラスとなりました｡ 

   当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は下記のとおりであります｡ 

(注１) 各指標の計算式は、以下のとおりです。 
＊ 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 

（注２）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
（注３）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        

定しております。 
（注４）平成 18 年３月期・平成 18 年９月中間期・平成 1９年３月期のキャッシュ・フロー対有利

子負債比率とインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フロ

ーがマイナスのため記載しておりません。 
 

 

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ております｡配当につきまし

ては､将来の事業展開に必要な内部留保を確保しながら､業績､財政状況及び配当性向などを

総合的に勘案して､株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えております｡ 

当期の配当につきましては､１株につき中間配当３円､期末配当２円の年間配当金５円を

予定しております｡ 

 

 

４． 事業等のリスク 

当社グループの業績・財務へのリスク要因のうち､重要な事項として以下のものが挙げられ

ます｡ 

（１）ステンレス鋼材の価格変動 

当社グループは､ステンレス製管継手部門に事業を集約してまいりました結果､当中間連

結会計期間では同部門の売上シェア－が 98％にまでなっております｡このためステンレス

鋼材の価格動向が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります｡ 

 

（２）設備投資動向の急激な変動 

当社グループのステンレス製管継手は、主として国内の生産設備・建築物等の配管に使

用されています。このため国内企業の設備投資動向が当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります｡ 

 

 平成 17 年

９月中間期 

平成 18年

３月期 

平成 18 年

９月中間期 

平成 19年 

３月期 

平成 19年

９月中間期 

自己資本比率（％） １７.８ １９.９ １９.３ ２２.３ ２４.３ 
時価ベースの自己資本比率（％） ３９.０ ３２.９ ３２.８ ２７.１ ２７.３ 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ４９.２ ― ― ― ２４.３ 
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)   ０.５ ― ― ―   ３.６ 
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（３）金利水準の急激な変動 

   当中間連結会計期間末における当社グループの有利子負債残高は､3,688 百万円であり

ます。このため、金利水準の動向が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります｡ 

 

（４）為替相場の急激な変動 

当社グループは､商品の輸入・輸出等で外貨建取引を行っています｡このため、為替相場

の動向が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります｡ 

 

（５）事故等に起因する事業活動の停止 

   当社グループの事業所が､大規模な台風や地震等の自然災害に見舞われた場合､また重大

な設備故障が発生した場合は、やむを得ず事業活動を停止することもあります｡このため、 

  大規模な自然災害や重大な設備故障が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す｡ 
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企業集団の状況 
 当社グループは、当社と関係会社４社で構成されており、ステンレス製管継手の専業メーカ

ーとして、工場用溶接継手、建築用溶接継手、フランジ、ねじ込み継手、またそれらをパイプ

等に組み込んだプレハブ加工品の製造・販売を主な事業として取り組んでおります。 
 なお、当社及び関係会社の位置づけは、次のとおりであります。 
  
 

 
              製品  
  
  
   
  
   商品       製品        製品  
 
  
 
 
（注）上記㈱ＭＩＥフォワード以下４社は、連結子会社であります。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステンレス製管継手製品 
当       社 

㈱中部マテリアルズ 

そ の 他 
㈱MIE 
ﾌｫﾜｰﾄﾞ 

㈱MIE フィッティング 

外注加工 
 

梱包・保管・発送

保管 

得     意     先 

恵艾高科管件貿易(上海)有限公司 
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経営方針 
１．経営の基本方針 

当社グループは、「調和と決断のもとでの発展」を経営理念として次の５つを経営の基本方

針としております。 
① 社員の尊重、株主の重視、お取引先への還元と環境社会への貢献。 
② 目標管理の徹底と自主的な発想による革新へのチャレンジ。 
③ キャッシュ・フローの確保と開発投資、省力化投資の計画的な実践。 
④ 徹底した生産効率の追求とグローバルネットワークの強化。 
⑤ １００年の伝統・技術の継承と新しい市場・技術の創造。 
 

 
２．中長期的な経営戦略 

当社グループは、「ステンレス製管継手」部門への資源の集中により、継手総合メーカーへ

と脱皮してまいりました。今後、その地位を確固たるものにするために、社内生産ではガス

事業法、電気事業法、船級などに基づく高規格を要求される製品に特化し、汎用品分野では

価格競争力を強化すべく更なる調達先の多様化を進めていきます。国内販売では高品質を武

器に船舶、半導体工場向けの営業を強化する一方、価格競争力のある商品調達により汎用品

分野でも積極的な営業活動を行ってまいります。また、海外販売では上海現地法人を拠点に

中国市場の開拓とタイ・マレーシア・シンガポールを中心に東南アジアでの営業活動に注力

してまいります。さらに､中東､ヨーロッパ地域への展開も視野に入れ､グローバルネットワー

クづくりを目指します｡ 
昨年１１月に業務提携した(株)ベネックスとの協業をさらにすすめ､今期以降､生産・調

達・海外販売の各分野で効果を出すべく努めてまいります｡ 
 

 
３．対処すべき課題        

当社グループは、「ステンレス製管継手」の最有力企業グループとしての地位を確固たるも

のにするため、平成１７年８月”ＭＩＥチャレンジ１００”をキャッチフレーズにした中期

経営計画を策定いたしました。この計画の最終年度となる本年は、以下の４本柱を指針とし

ております。 
① 企業価値の増大 
 ｏ売上高目標、経常利益率目標、純資産額目標の達成 
 ｏ「統合化システム」の構築 
 ｏ株主配当の復活 
② 経営基盤の強化 

ｏ新 “モノづくり” 体制の構築 
ｏ経営基盤のグローバル化 
ｏ新分野開拓の準備 

③ 顧客満足度の向上 
ｏ効率的な在庫政策の徹底 
ｏ調達・購入先の品質管理状況監視システムの強化 
ｏ「品質方針の基本（ISO9001）」、「環境基本方針（ISO14001）」遵守による顧客満足度  

追求の貫徹 
④ 時代の要請への的確な対応 
ｏコーポレートガバナンス確立のための「内部統制システム」の構築 

ｏ環境社会、少子・高齢化社会への対応の充実 

ｏ職場環境改善への注力 
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これらの課題克服に向け総力を結集し取り組む所存でございます。 

４．その他､会社の重要な事項 

  当社は､平成１９年９月１４日付｢株式移転による持株会社設立に関するお知らせ｣で開示

いたしましたとおり、同日開催の当社取締役会において､当社株主総会承認決議等所要の手続

きを経た上で、株式移転の方法により完全親会社となる持株会社「株式会社 ＭＩＥコーポレ

ーション」を設立することを決議いたしております｡ 
なお､株式移転の要旨は以下のとおりです｡ 

 
＜株式移転の要旨＞ 

（１）株式移転の主な日程 
株 式 移 転 決  議  取  締  役  会      平成１９年 ９月１４日 
臨  時  株  主  総  会  基  準  日      平成１９年 ９月３０日 
株 式 移 転 承 認 臨 時 株 主 総 会       平成１９年１１月２９日(予定) 
上      場      廃      止      日       平成１９年１２月２５日(予定) 
新 会 社 設 立 登 記 日(効力発生日)          平成２０年 １月 ４日(予定) 
新    会    社     上    場     日       平成２０年 １月 ４日(予定) 
株      券      交      付      日       平成２０年 ２月 下旬(予定) 
（ただし、今後手続きを進めるなかで、やむを得ない状況が生じた場合は、日程を変更する 
場合があります。） 

 
（２）株式移転比率 

 株式会社ＭＩＥコーポレーション 
(完全親会社) 

株式会社 ＭＩＥテクノ 
(完全子会社) 

株式移転比率 １ １ 
① 株式移転比率 

株式会社ＭＩＥテクノの普通株式１株に対して新たに設立する株式会社ＭＩＥコー

ポレーションの普通株式１株を割当交付いたします｡ 
② 株式移転比率の算定根拠 

本株式移転は、当社単独による株式移転によって完全親会社１社を設立するものであ

り、株式移転時の当社の株主構成と新会社（純粋持株会社）の株主構成に変化はない

ことから、株主の皆様に不利益を与えないことを第一義とし、株主の皆様が所有する

当社普通株式１株に対して新会社（純粋持株会社）の普通株式１株を割当交付するこ

とといたしました｡ 
③ 第三者機関による算定結果、算定方式および算定根拠 

上記②のとおり、本株式移転は当社単独による株式移転でありますので、第三者機関

による算定は行いません｡ 
④ 株式移転により交付する新株式数 

普通株式 １２,０９０,０００株 
  
（３）株式移転交付金 
    当社は、株式移転に際して、株式移転交付金の支払いは行いません｡ 
 
（４）完全子会社となる会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 
    当社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません 
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中間連結財務諸表等 
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) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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  434,578   701,624   461,497  

  受取手形及び売掛金  1,917,074   1,926,524   2,206,415  

  たな卸資産  1,483,151   2,345,377   1,723,108  

  その他  78,248   74,346   94,472  

  貸倒引当金  △14,988   △10,161   △15,193  

流動資産合計  3,898,065 56.9  5,037,711 61.9  4,470,300 59.2 

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産          

  建物及び構築物  239,130   293,448   237,389  

  機械装置 
  及び運搬具 

 112,102   101,395   104,340  

  土地  2,451,836   2,444,911   2,451,836  

  その他  43,153   61,554   98,406  

 有形固定資産合計  2,846,222 41.5  2,901,310 35.6  2,891,972 38.3 

(2) 無形固定資産  13,997 0.2  15,066 0.2  13,088 0.2 

(3) 投資その他の資産          

  投資有価証券  54,626   135,935   124,593  

  その他  60,967   72,154   67,221  

  貸倒引当金  △18,463   △19,121   △18,963  

 投資その他の資産 
 合計 

 97,130 1.4  188,969 2.3  172,852 2.3 

固定資産合計  2,957,349 43.1  3,105,346 38.1  3,077,913 40.8 

資産合計  6,855,415 100.0  8,143,057 100.0  7,548,214 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

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 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  1,213,354   1,217,538   1,075,377  

  短期借入金  1,749,505   2,277,873   1,940,133  

  一年内返済 
  長期借入金 

 330,845   465,840   453,516  

  未払法人税等  27,026   54,114   47,484  

  賞与引当金  41,015   52,070   52,380  

  その他  90,440   123,215   106,156  

流動負債合計  3,452,187 50.4  4,190,651 51.5  3,675,048 48.7 

Ⅱ 固定負債          

  長期借入金  1,057,269   945,144   1,158,446  

  再評価に係る 
  繰延税金負債 

 762,949   762,949   762,949  

  退職給付引当金  165,681   159,930   157,943  

  役員退職慰労引当金  ―   ―   72,770  

  その他  2,807   102,087   34,718  

固定負債合計  1,988,707 29.0  1,970,111 24.2  2,186,828 29.0 

負債合計  5,440,894 79.4  6,160,762 75.7  5,861,876 77.7 

          

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

  資本金  556,500   620,000   620,000  

  資本剰余金  5,504   141,430   142,099  

  利益剰余金  △87,058   364,412   95,940  

  自己株式  △17,561   △10,830   △38,028  

株主資本合計  457,384 6.7  1,115,012 13.7  820,011 10.9 

Ⅱ 評価・換算差額等          

  その他有価証券 
  評価差額金 

 595   970   1,638  

  土地再評価差額金  864,688   864,688   864,688  

    為替換算調整勘定  ―   1,623   ―  

評価・換算差額等 
合計 

 865,283 12.6  867,282 10.6  866,326 11.5 

Ⅲ 少数株主持分  91,852 1.3  ―   ―  

純資産合計  1,414,520 20.6  1,982,294 24.3  1,686,337 22.3 

負債純資産合計  6,855,415 100.0  8,143,057 100.0  7,548,214 100.0 
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２ 中間連結損益計算書 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

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 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  3,400,314 100.0  4,014,946 100.0  7,517,584 100.0 

Ⅱ 売上原価  2,765,033 81.3  3,101,093 77.2  5,991,229 79.7 

売上総利益  635,280 18.7  913,852 22.8  1,526,355 20.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  452,933 13.3  539,434 13.5  970,008 12.9 

営業利益  182,347 5.4  374,418 9.3  556,347 7.4 

Ⅳ 営業外収益          

受取利息 28   52   107   

受取配当金 447   346   655   

負ののれん償却額 2,067   3,715   7,849   

設備賃貸料 3,435   2,738   6,584   

受取保険金 964   ―   ―   

その他 1,731 8,673 0.2 3,312 10,165 0.3 3,145 18,341 0.2 

Ⅴ 営業外費用          

支払利息 33,012   43,560   68,423   

手形売却損 6,875   8,546   16,871   

その他 1,072 40,959 1.2 9,284 61,391 1.5 44,179 129,473 1.7 

経常利益  150,060 4.4  323,191 8.1  445,215 5.9 

Ⅵ 特別利益          

固定資産売却益 8,554   ―   8,577   

貸倒引当金戻入益 2,043 10.597 0.3 4,873 4,873 0.1 1,338 9,915 0.1 

Ⅶ 特別損失          

固定資産除却損 7,459   11,643   9,331   

減損損失 ―   6,924   ―   

役員退職慰労金 33,960   ―   36,960   

その他 ― 41,419 1.2 ― 18,567 0.5 60,447 106,738 1.4 

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 119,238 3.5  309,496 7.7  348,392 4.6 

法人税、住民税 
及び事業税 

24,726   50,682   73,652   

法人税等調整額 △10,241 14,485 0.4 △9,656 41,025 1.0 △13,012 60,640 0.8 

少数株主利益  9,658 0.3  ―   9,658 0.1 

中間(当期)純利益  95,094 2.8  268,471 6.7  278,093 3.7 
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３ 中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 556,500 5,457 △180,753 △19,382 361,821 

中間連結会計期間中の変動額      

 利益処分による役員賞与 ― ― △1,400 ― △1,400 

 中間純利益 ― ― 95,094 ― 95,094 

  自己株式の取得 ― ― ― △487 △487 

 自己株式の処分 ― 46 ― 2,308 2,354 

 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) 

― 46 93,694 1,821 95,562 

平成18年９月30日残高(千円) 556,500 5,504 △87,058 △17,561 457,384 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 3,093 864,688 867,781 80,200 1,309,804 

中間連結会計期間中の変動額      

 利益処分による役員賞与 ― ― ― ― △1,400 

 中間純利益 ― ― ― ― 95,094 

 自己株式の取得 ― ― ― ― △487 

 自己株式の処分 ― ― ― ― 2,354 

 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) △2,498 ― △2,498 11,652 9,153 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △2,498 ― △2,498 11,652 104,716 

平成18年９月30日残高(千円) 595 864,688 865,283 91,852 1,414,520 
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当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(千円) 620,000 142,099 95,940 △38,028 820,011 

中間連結会計期間中の変動額      

 中間純利益   268,471  268,471 

  自己株式の取得    △556 △556 

 自己株式の処分  △669  27,754 27,085 

 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) 

― △669 268,471 27,198 295,001 

平成19年９月30日残高(千円) 620,000 141,430 364,412 △10,830 1,115,012 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
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(千円) 1,638 864,688 ― 866,326 1,686,337 

中間連結会計期間中の変動額      

 中間純利益     268,471 

 自己株式の取得     △556 

 自己株式の処分     27,085 

 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) △667 ― 1,623 955 955 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △667 ― 1,623 955 295,956 

平成19年９月30日残高(千円) 970 864,688 1,623 867,282 1,982,294 
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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) 

 

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) 556,500 5,457 △180,753 △19,382 361,821 

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行 63,500 61,900   125,400 

 株式交換による変動額  74,694  1,847 76,542 

 利益処分による役員賞与   △1,400  △1,400 

 当期純利益   278,093  278,093 

 自己株式の取得    △958 △958 

自己株式の少数株主からの取得    △21,843 △21,843 

 自己株式の処分  46  2,308 2,354 

 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) 

63,500 136,641 276,693 △18,646 458,189 

平成19年３月31日残高(千円) 620,000 142,099 95,940 △38,028 820,011 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 3,093 864,688 867,781 80,200 1,309,804 

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行     125,400 

株式交換による変動額     76,542 

 利益処分による役員賞与     △1,400 

 当期純利益     278,093 

 自己株式の取得     △958 

自己株式の少数株主からの取得     △21,843 

 自己株式の処分     2,354 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△1,455 ― △1,455 △80,200 △81,655 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△1,455 ― △1,455 △80,200 376,533 

平成19年３月31日残高(千円) 1,638 864,688 866,326 ― 1,686,337 
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４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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

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 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 

119,238 309,496 348,392 

減価償却費 27,325 35,247 57,969 

減損損失 ― 6,924 ― 

負ののれん償却額 △2,067 △3,715 △7,849 

貸倒引当金の増減額 △2,043 △4,873 △1,338 

賞与引当金の増減額 2,029 △310 13,394 

役員賞与引当金の増減額 ― △2,900 2,900 

退職給付引当金の増減額 998 1,986 △6,739 

役員退職慰労引当金の増減額 ― △72,770 72,770 

受取利息及び配当金 △475 △399 △762 

支払利息 33,012 43,560 68,423 

固定資産売却益 △8,554 ― △8,577 

固定資産除却損 7,459 11,643 9,331 

売上債権の増減額 △361,658 279,932 △650,999 

たな卸資産の増減額 △259,258 △622,268 △499,214 

仕入債務の増減額 318,516 142,160 180,539 

長期未払金の増減額 ― 71,554 ― 

その他 △13,081 43,173 △19,327 

小計 △138,558 238,443 △441,087 

利息及び配当金の受取額 475 399 762 

利息の支払額 △31,411 △42,603 △66,085 

法人税等の支払額 △42,194 △44,641 △73,527 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

△211,688 151,597 △579,938 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

   

定期預金の預入による 
支出 

△4,813 △5,314 △43,513 

定期預金の払出による 
収入 

1,813 4,713 46,634 

有形固定資産の取得 
による支出 

△10,101 △50,054 △75,951 

有形固定資産の売却 
による収入 

11,438 ― 11,448 

有形固定資産の除却 
による支出 

― △5,863 △114 

投資有価証券の取得 
による支出 

△651 △12,480 △68,964 

その他 5,470 △4,882 △2,533 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

3,154 △73,880 △132,994 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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

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 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

   

短期借入金の純増減額 △117,137 337,740 73,490 

長期借入れによる収入 837,000 ― 1,297,000 

長期借入金の返済による 
支出 

△458,942 △200,978 △695,094 

株式の発行による収入 ― ― 125,400 

自己株式の取得による 
支出 

△487 △556 △958 

自己株式の売却による 
収入 

5,701 27,085 5,701 

その他 △1,342 △19 △2,362 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

264,792 163,272 803,177 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

△360 1,536 △304 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増減額 

55,898 242,526 89,939 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

357,344 447,284 357,344 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

413,243 689,810 447,284 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数         ４社 

連結子会社の名称 

  ㈱ＭＩＥフォワード 

  ㈱ＭＩＥフィッティング 

  ㈱中部マテリアルズ 

惠艾高科管件貿易(上海)有限公司 

  惠艾高科管件貿易(上海)有限公司については、設立により前連結会計年度から連結の範囲に含めて

おります。 

 

２．会計処理基準に関する事項 

（１）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

     原材料及び貯蔵品    提出会社 

総平均法に基づく原価法 

 
(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) 

たな卸資産の評価基準及び評価方法 

      当中間連結会計期間より提出会社における原材料及び貯蔵品の評価方法を移動平均法に基づく原価法

から、総平均法に基づく原価法に変更いたしました。この変更は、提出会社のコンピュータ・システム

の更新を機に、たな卸資産の評価方法を統一するため行うものであります。なお、この変更により営業

利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益に与える影響は軽微であります。 

 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有 形固 定資 産    建物（建物附属設備は除く） 

              ａ．平成10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。 

              ｂ．平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの 

                旧定額法によっております。 

              ｃ．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 

              ａ．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。 

             ｂ．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。 

 
(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) 
重要な減価償却資産の減価償却の方法に関する会計方針 

      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。 

    なお、この変更により営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益に与える影響は軽微でありま

す。 
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（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。 

   なお、この変更により営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ5,715千円減少して

おります。 

 

なお､上記以外は､最近の半期報告書（平成18年12月25日提出）における記載から重要な変更が 

ないため記載を省略しております｡ 

 

追加情報 

役員退職慰労引当金の計上基準 

 当社は平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結時をもって、また連結子会社は平成19年３月15日開

催の定時株主総会の終結時をもって、役員退職慰労金制度を廃止することを決議したことに伴い、当中間連結

会計期間において「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打ち切り支給額の未払分71,554千円については長期

未払金として固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

 

中間連結財務諸表に関する注記事項 

１．セグメント情報 

（１）事業の種類別セグメント情報 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める管継手部門の割合が、

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

（２）所在地別セグメント情報 

   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％

を越えているため、記載を省略しております｡ 

 

（３）海外売上高 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

 

２．１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 119円96銭 

１株当たり中間純利益 8円63銭  

１株当たり純資産額 164円77銭 

１株当たり中間純利益 22円49銭  

１株当たり純資産額 141円90銭 

１株当たり当期純利益 24円56銭  

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 
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（注） １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年4月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年4月１日

至 平成19年9月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

中 間 (当 期) 純 利 益 

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 

普通株式の期中平均株式数 

千円 

千円 

千円 

千株 

95,094 

― 

95,094 

11,016 

268,471 

― 

268,471 

11,936 

278,093 

― 

278,093 

11,324 

 

３．重要な後発事象 

該当事項はありません｡ 

 

 

 

   なお､上記以外の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｡ 
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中間財務諸表等 
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 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  344,926   435,686   295,083  

  受取手形  761,800   573,561   733,404  

  売掛金  821,170   912,916   1,074,881  

  たな卸資産  1,204,388   1,973,756   1,451,012  

  その他  107,355   48,806   123,126  

  貸倒引当金  △7,042   △3,685   △4,785  

流動資産合計  3,232,596 55.1  3,941,042 58.1  3,672,722 56.4 

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産          

  建物  174,515   171,868   173,415  

  機械及び装置  87,615   77,973   82,625  

  土地  2,072,959   2,071,546   2,072,959  

  その他  60,937   70,624   69,877  

 有形固定資産合計  2,396,028 40.8  2,392,012 35.3  2,398,878 36.9 

(2) 無形固定資産  13,504 0.2  14,253 0.2  12,236 0.2 

(3) 投資その他の資産          

  投資有価証券  198,385   353,237   343,877  

  その他  49,465   102,319   100,502  

  貸倒引当金  △18,463   △19,121   △18,963  

 投資その他の資産 
 合計 

 229,387 3.9  436,435 6.4  425,415 6.5 

固定資産合計  2,638,920 44.9  2,842,702 41.9  2,836,530 43.6 

資産合計  5,871,517 100.0  6,783,744 100.0  6,509,252 100.0 
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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 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  714,216   582,355   630,999  

  買掛金  345,594   300,508   331,364  

  短期借入金  1,431,734   1,772,047   1,542,047  

  一年内返済 
  長期借入金 

 202,620   319,180   312,180  

  未払法人税等  2,920   4,120   4,232  

  賞与引当金  28,800   42,000   43,600  

  その他  61,722   80,499   75,323  

流動負債合計  2,787,607 47.5  3,100,710 45.7  2,939,747 45.2 

Ⅱ 固定負債          

  長期借入金  801,870   747,690   885,000  

  再評価に係る 
  繰延税金負債 

 762,949   762,949   762,949  

  退職給付引当金  150,741   141,670   142,014  

  役員退職慰労引当金  ―   ―   54,420  

その他  438   52,370   959  

固定負債合計  1,715,999 29.2  1,704,680 25.1  1,845,343 28.3 

負債合計  4,503,606 76.7  4,805,390 70.8  4,785,090 73.5 
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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 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          

  資本金  556,500 9.5  620,000 9.1  620,000 9.5 

  資本剰余金          

  資本準備金 5,082   137,947   137,947   

  その他資本剰余金 ―   3,730   3,730   

資本剰余金合計  5,082 0.1  141,677 2.1  141,677 2.2 

  利益剰余金          

  利益準備金 139,125   109,125   139,125   

繰越利益剰余金 △195,957   244,286   △41,965   

利益剰余金合計  △56,832 △1.0  353,411 5.2  97,159 1.5

  自己株式  △2,190 △0.0  △1,370 △0.0  △814 △0.0

株主資本合計  502,559 8.6  1,113,718 16.4  858,022 13.2

Ⅱ 評価・換算差額等          

  その他有価証券 
  評価差額金 

 663   △53   1,451  

  土地再評価差額金  864,688   864,688   864,688  

評価・換算差額等 
合計 

 865,351 14.7  864,635 12.8  866,139 13.3

純資産合計  1,367,911 23.3  1,978,354 29.2  1,724,162 26.5

負債純資産合計  5,871,517 100.0  6,783,744 100.0  6,509,252 100.0
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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 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  2,916,778 100.0  3,425,523 100.0  6,405,918 100.0 

Ⅱ 売上原価  2,413,699 82.7  2,675,512 78.1  5,219,901 81.5 

売上総利益  503,079 17.3  750,010 21.9  1,186,017 18.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  395,769 13.6  448,165 13.1  826,000 12.9 

営業利益  107,309 3.7  301,845 8.8  360,016 5.6 

Ⅳ 営業外収益          

   受取利息 1,093   887   2,051   

   その他 5,340 6,433 0.2 5,871 6,758 0.2 32,186 34,237 0.5 

Ⅴ 営業外費用          

   支払利息 24,718   29,454   51,255   

   その他 7,180 31,898 1.1 18,208 47,662 1.4 59,893 111,149 1.7 

経常利益  81,844 2.8  260,941 7.6  283,104 4.4 

Ⅵ 特別利益  8,554 0.3  942 0.0  10,076 0.1 

Ⅶ 特別損失  38,018 1.3  5,010 0.1  86,189 1.3 

税引前中間(当期) 
純利益 

 52,380 1.8  256,872 7.5  206,992 3.2 

法人税、住民税 
及び事業税 

620 620 0.0 620 620 0.0 1,240 1,240 0.0 

中間(当期)純利益  51,760 1.8  256,252 7.5  205,752 3.2 
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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 利益準備金 

繰越利益剰余金 
利益剰余金合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 556,500 5,082 139,125 △247,717 △108,592 △1,703 451,286 

中間会計期間中の変動額        

 中間純利益 ― ― ― 51,760 51,760 ― 51,760 

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― △487 △487 

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) 

― ― ― 51,760 51,760 △487 51,273 

平成18年９月30日残高(千円) 556,500 5,082 139,125 △195,957 △56,832 △2,190 502,559 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 
土地再評価 

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(千円) 425 864,688 865,113 1,316,400 

中間会計期間中の変動額     

 中間純利益 ― ― ― 51,760 

 自己株式の取得 ― ― ― △487 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

237 ― 237 237 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

237 ― 237 51,510 

平成18年９月30日残高(千円) 663 864,688 865,351 1,367,911 
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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  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(千円) 620,000 137,947 3,730 141,677 

事業年度中の変動額     

 準備金から剰余金への振替     

 中間純利益     

 自己株式の取得     

 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) ― ― ― ― 

平成19年９月30日残高(千円) 620,000 137,947 3,730 141,677 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(千円) 139,125 △41,965 97,159 △814 858,022 

事業年度中の変動額     ― 

 準備金から剰余金への振替 △30,000 30,000    

 中間純利益  256,252 256,252  256,252 

 自己株式の取得    △556 △556 

 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) △30,000 286,252 256,252 △556 255,696 

平成19年９月30日残高(千円) 109,125 244,286 353,411 △1,370 1,113,718 

 

評価・換算差額等 

 
土地再評価 

差額金 

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(千円) 864,688 1,451 866,139 1,724,162 

事業年度中の変動額     

 準備金から剰余金への振替    ― 

 中間純利益    256,252 

 自己株式の取得    △556 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

― △1,504 △1,504 △1,504 

事業年度中の変動額合計(千円) ― △1,504 △1,504 254,191 

平成19年９月30日残高(千円) 864,688 △53 864,635 1,978,354 
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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  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 556,500 5,082 ― 5,082 

事業年度中の変動額     

 新株の発行 63,500 61,900  61,900 

 株式交換による増加額  70,964 3,730 74,694 

 当期純利益     

 自己株式の取得     

 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) 63,500 132,864 3,730 136,594 

平成19年３月31日残高(千円) 620,000 137,947 3,730 141,677 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 139,125 △247,717 △108,592 △1,703 451,286 

事業年度中の変動額      

 新株の発行     125,400 

 株式交換による増加額    1,847 76,542 

 当期純利益  205,752 205,752  205,752 

 自己株式の取得    △958 △958 

 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) ― 205,752 205,752 889 406,736 

平成19年３月31日残高(千円) 139,125 △41,965 97,159 △814 858,022 

 

評価・換算差額等 

 
土地再評価 

差額金 

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(千円) 864,688 425 865,113 1,316,400 

事業年度中の変動額     

 新株の発行    125,400 

 株式交換による増加額    76,542 

 当期純利益    205,752 

 自己株式の取得    △958 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

― 1,025 1,025 1,025 

事業年度中の変動額合計(千円) ― 1,025 1,025 407,761 

平成19年３月31日残高(千円) 864,688 1,451 866,139 1,724,162 
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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 

１．会計処理基準に関する事項 

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

     原材料及び貯蔵品    提出会社 

総平均法に基づく原価法 

 
(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) 

たな卸資産の評価基準及び評価方法 

      当中間会計期間より提出会社における原材料及び貯蔵品の評価方法を移動平均法に基づく原価法から、

総平均法に基づく原価法に変更いたしました。この変更は、提出会社のコンピュータ・システムの更新

を機に、たな卸資産の評価方法を統一するため行うものであります。なお、この変更により営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益に与える影響は軽微であります。 

 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有 形固 定資 産    建物（建物附属設備は除く） 

              ａ．平成10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。 

              ｂ．平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの 

                旧定額法によっております。 

              ｃ．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 

              ａ．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。 

             ｂ．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。 

 
 (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) 
重要な減価償却資産の減価償却の方法に関する会計方針 

      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。 

    なお、この変更により営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に与える影響は軽微であります。 

  

(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。 

  なお、この変更により営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ5,715千円減少しております。 

 

なお､上記以外は､最近の半期報告書（平成18年12月25日提出）における記載から重要な変更が 

ないため記載を省略しております｡ 
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追加情報 

役員退職慰労引当金の計上基準 

 平成19年６月28日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議したこ

とに伴い、当中間会計期間において「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打ち切り支給額の未払分 52,370

千円については長期未払金として固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

 

中間財務諸表に関する注記事項 

１．セグメント情報 

（１）事業の種類別セグメント情報 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める管継手部門の割合が、

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

（２）所在地別セグメント情報 

   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％

を越えているため、記載を省略しております｡ 

 

（３）海外売上高 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

 

２．１株当たり情報 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 123円15銭 

１株当たり中間純利益 4円65銭  

１株当たり純資産額 163円76銭 

１株当たり中間純利益 21円20銭  

１株当たり純資産額 142円68銭 

１株当たり当期純利益 17円94銭  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

（注） １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年4月１日 

  至 平成19年9月30日)

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

中 間（ 当 期 ）純 利 益 

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

普通株式の期中平均株式数 

千円 

千円 

千円 

千株 

51,760 

― 

51,760 

11,108 

256,252 

― 

256,252 

12,081 

205,752 

― 

205,752 

11,466 

 

３．重要な後発事象 

該当事項はありません｡ 

 

   なお､上記以外の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｡ 




