
                           

 

 

平成 ２０年 ３ 月期 中間決算短信（非連結） 

 平成19年11月27日 

上 場 会 社 名 鈴 茂 器 工 株 式 会 社     上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号  6 4 0 5                ＵＲＬ http://www.suzumo.co.jp/
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長  (氏名) 小根田 育冶      
問合せ先責任者  (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 藤 田 進一  ＴＥＬ（03）3993－1371 

半期報告書提出予定日   平成19年12月25日                  
 

     

   （百万円未満四捨五入） 
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
 

19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円   ％ 

2,618（ 9.4） 
2,394（△9.1） 

百万円   ％

205 ( 81.9）
113 (△42.3）

百万円   ％ 

207（ 72.9） 
120（△38.9） 

百万円   ％

121（ 61.1）
75（△40.7）

19年3月期    5,024   ―    311   ―    320   ―    161   ― 

 

 
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 

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

円  銭 
24  38   
15  14   

  円  銭

―   ―
―   ―

19年3月期       32 52       ―   ―

(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 
 

19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円 

6,088 
5,884 

百万円

5,273
5,139

％ 

86.6 
87.3 

円  銭

1,063 15 
1,036 12 

19年3月期              6,078 5,225        86.0     1,053 46 

(参考) 自己資本    19年9月中間期 5,273百万円 18年9月中間期 5,139百万円 19年3月期 5,225百万円 

(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

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円 

190 
457 

百万円

△3
△67

百万円 

△74 
△74 

百万円

1,949
1,539

19年3月期         771         △85        △74        1,836

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 

円  銭 

    ― 
円  銭

15 00 
円  銭

15 00 
20年3月期     ― ― 

20年3月期（予想）     ― 15 00 
 

15 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 
 

通  期 
百万円  ％ 

5,200（ 3.5） 
百万円  ％

390（ 25.5）
百万円  ％

390（ 22.0）
百万円  ％ 

218（ 35.2） 
円  銭

43 95 
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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         無 
② ①以外の変更                無 

 
（２）発行済株式数(普通株式) 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)  19年9月中間期 4,960,000株  18年9月中間期 4,960,000株  19年3月期 4,960,000株 

② 期末自己株式数           19年9月中間期     -株  18年9月中間期     -株    19年3月期         -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、23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 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に

係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく
異なる結果となる可能性もあります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事
項つきましては、３ページの「1. 経営成績 （1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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１. 経営成績 

(1)経営成績に関する分析 

①当中間期の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業業績が概ね好調に推移し、雇用環境の改善が

進み回復基調で推移いたしました。しかし、その一方で個人消費は盛り上がりを欠き、また

米国の経済減速が懸念されるなど不安材料を抱えた状況で推移しています。 

外食産業におきましては、ノロウイルスによる食中毒問題、ＢＳＥ問題、輸入食品の残留

農薬問題や偽装表示事件などが次々に明るみに出て、食の安全・安心に対する関心が高まっ

てきています。一方各企業においては、多様化する消費者嗜好、健康志向への対応、さらに

は企業間の更なる競争激化など厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の中で、当社は高付加価値企業を目指して、伝統的なお米のおいしさにこ

だわり、回転寿司業界、フードサービス業界、惣菜業界のお客様の立場にたった省力化機械

の開発研究に積極的に取り組んでまいりました。販売面につきましては、業界の設備投資抑

制の影響を受ける中、寿司・おむすび兼用お櫃型ロボット、シャリ弁ロボ（ご飯計量盛り付

け機）などの主力製品を中心として積極的な販売活動を展開いたしました。また、海外市場

への取り組みとして、昨年6月より営業を開始した米国現地法人は、米国市場での売上増加と

販売拠点の整備など着実に成果を挙げてきております。 

この結果、売上高合計は26億18百万円（前年同期比109.4％）と増収となりました。 

売上高の内訳は、寿司・おむすびロボット等の製品売上高21億22百万円（前年同期比

110.7％）、炊飯関連機器等及び食品資材の商品売上高は4億51百万円（前年同期比103.8％）、

その他売上高45百万円（前年同期比107.8％）となりました。 

利益面につきましては、営業利益は2億5百万円（前年同期比181.9％）、経常利益は2億7百

万円（前年同期比172.9％）となり、中間純利益は1億21百万円（前年同期比161.1％）と大幅

な増益となりました。 

②通期の見通し 

外食業界は、多様化する消費者嗜好、健康志向への対応、さらには企業間の更なる競争 

激化など、下期におきましても厳しい経営環境が続くと予想されます。 

このような状況下にあって、当社といたしましては、高付加価値企業を目指して、主力 

製品を中心に積極的な販売活動を展開し、市場の拡大に努めるとともに、顧客のニーズに合

致した新製品開発を進める所存であります。また、経営全般の効率化と諸経費の節減に全社

挙げて取り組み、業績向上に努めます。 

特に、海外展開につきましては、アジア地域での販売活動拠点の整備や更なる市場開拓を

推進する予定でございます。 

通期の業績につきましては、売上高52億円、営業利益3憶90百万円、当期純利益2憶18百万

円を見込んでおります。 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在入手可能な情報に基づき作成した 

ものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性もあります。 
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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 

当中間会計期末の総資産は、前事業年度末に比べまして10百万円増加し60億88百万円と 

なりました。主な増加要因は、流動資産の現金及び預金1億13百万円の増加によるものでござ

います。また、負債は、38百万円減少しております。 

純資産は、前事業年度末に比べて48百万円増加し52憶73百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末

より1億13百万円増加し、当中間会計期間末には19億49百万円となりました。 

当中間会計期間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） 

当中間会計期間において、営業活動の結果増加した資金は1億90百万円（前年同期は4億57

百万円の増）となりました。 

これは、税引前中間純利益2億8百万円あったものの、当中間期は還付法人税等がなかった

ことにより資金が相殺され、営業キャッシュ・フローが減少したものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において、投資活動の結果減少した資金は3百万円（前年同期は67百万円の

減）となりました。 

これは、有形固定資産取得4百万円およびソフトウェア取得3百万円の支出があったものの

その他資金増6百万円があったことによる投資減少であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において、財務活動により減少した資金は74百万円（前年同期は74百万円

の減）となりました。 

これは配当金支払額74百万円によるものであります。 

③キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成18年9月中間期 平成19年9月中間期 平成19年3月期 

自己資本比率(%) 87.3 86.6 86.0 

時価ベースの自己資本比率(%) 65.7 50.5 59.6 

債務償還年数(年)  ―  ―     ― 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ  ―  ―   ― 

（注） 自己資本比率：自己株主資本／総資産 

    時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

    債務償還年数：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 
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※ 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。 

  ※ 営業キャッシュ・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。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち 

利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、キャ

ッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※ 債務償還年数は、各期とも有利子負債の残高がないため記載しておりません。 

※ インタレスト・カバレッジ・レシオは、利払いがないため記載しておりません。 

 

(3)会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部

留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針に、経営基盤強化

を考慮し、安定配当とのバランスを勘案して決定いたしております。 

内部留保につきましては、生産設備及び販売網の強化・整備などに有効投資を行い、経営

の安定と事業の拡大に努めてまいります。 

 

２. 企業集団の状況 

最近の有価証券報告書(平成19年6月25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)中長期的な会社の経営戦略、(4) 会社

が対処すべき課題 

     平成19年3月期決算短信（平成19年5月25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しております。 

     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.suzumo.co.jp/

          (JASDAQ証券取引所ホームページ) 

      http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
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４． 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 
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    

１ 現金及び預金   1,539,363 1,949,008  1,835,611

２ 受取手形 ※４  43,899 72,900  113,975

３ 売掛金   609,007 643,479  632,844

４ たな卸資産   1,116,658 893,903  951,835

５ 繰延税金資産   50,113 86,082  70,947

６ その他   24,787 33,532  20,130

７ 貸倒引当金   △232 △242  △247

流動資産合計   3,383,595 57.5 3,678,661 60.4  3,625,094 59.6

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 ※２   

１ 建物及び構築物   1,197,509 1,132,382  1,164,078

２ 機械装置及び運搬具   3,151 5,883  6,982

３ 土地   766,171 766,171  766,171

４ その他   82,466 56,164  63,120

有形固定資産合計   2,049,297 34.8 1,960,600 32.2  2,000,351 32.9

(2) 無形固定資産    

１ ソフトウェア   73,521 60,113  62,766

２ 電話加入権   5,334 5,334  5,334

無形固定資産合計   78,855 1.3 65,446 1.1  68,100 1.1

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券   93,696 99,028  94,909

２ 関係会社株式   29,780 29,780  29,780

３ 差入保証金   35,101 34,979  35,201

４ 繰延税金資産   130,795 138,282  137,177

５ その他   158,050 155,858  162,760

６ 貸倒引当金   △74,999 △74,569  △75,463

投資その他の資産合計   372,424 6.3 383,357 6.3  384,364 6.3

固定資産合計   2,500,576 42.5 2,409,403 39.6  2,452,815 40.4

資産合計   5,884,171 100.0 6,088,064 100.0  6,077,909 100.0

    
 
※ 金額の表示は、千円未満を四捨五入して表示しております。以下同じ。 
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前中間会計期間末 

(平成18年9月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年9月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19年3月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(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     

１ 買掛金   242,554 149,698   140,991

２ 未払金   57,276 56,203   64,714

３ 未払法人税等   37,730 111,318   179,056

４ 未払消費税等 ※３  8,353 19,003   29,615

５ 賞与引当金   83,848 141,676   105,621

６ その他   87,437 88,017   89,533

流動負債合計   517,198 8.8 565,916 9.3  609,530 10.0

Ⅱ 固定負債     

１ 退職給付引当金   175,159 193,206   185,117

２ 役員退職慰労引当金   52,663 55,730   58,113

固定負債合計   227,823 3.9 248,936 4.1  243,230 4.0

負債合計   745,020 12.7 814,852 13.4  852,760 14.0

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   571,200 9.7 571,200 9.4  571,200 9.4

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金  399,850 399,850  399,850 

資本剰余金合計   399,850 6.8 399,850 6.6  399,850 6.6

３ 利益剰余金     

(1) 利益準備金  110,000 110,000  110,000 

  (2) その他利益剰余金     

 別途積立金  1,800,000 1,800,000  1,800,000 

 繰越利益剰余金  2,230,141 2,362,871  2,316,347 

利益剰余金合計   4,140,141 70.4 4,272,871 70.2  4,226,347 69.5

株主資本合計   5,111,191 86.9 5,243,921 86.1  5,197,397 85.5

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金  27,959 29,291  27,752 

評価・換算差額等合計   27,959 0.5 29,291 0.5  27,752 0.5

純資産合計   5,139,150 87.3 5,273,212 86.6  5,225,149 86.0

負債・純資産合計   5,884,171 100.0 6,088,064 100.0  6,077,909 100.0

     

 



 
鈴茂器工株式会社（6405） 平成20年3月期中間決算短信(非連結) 

（２） 中間損益計算書 

 

  

前中間会計期間 

(自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年4月１日 

至 平成19年9月30日) 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成18年4月１日 

至 平成19年3月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高  2,393,606 100.0 2,618,467 100.0  5,023,505 100.0

Ⅱ 売上原価  1,316,823 55.0 1,460,372 55.8 2,824,212 56.2

売上総利益  1,076,783 45.0 1,158,095 44.2 

 

2,199,293 43.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  964,265 40.3 953,370 36.4 1,888,494 37.6

営業利益  112,518 4.7 204,725 7.8 

 

310,799 6.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 7,687 0.3 3,521 0.1  9,840 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２ 479 0.0 1,211 0.0 907 0.0

経常利益  119,727 5.0 207,036 7.9 

 

319,731 6.4

Ⅵ 特別利益 ※３ 270 0.0 815 0.0  36 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ 333 0.0 ― ― 392 0.0

税引前中間(当期)純利益  119,663 5.0 207,852 7.9 

 

319,376 6.4

法人税、住民税及び事業税  28,656 104,225  169,235 

法人税等調整額  15,938 44,593 1.9 △17,297 86,928 3.3 △11,135 158,100 3.1

中間(当期)純利益  75,070 3.1 120,924 4.6  161,276 3.2
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鈴茂器工株式会社（6405） 平成20年3月期中間決算短信(非連結) 

（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）              （単位：千円） 

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 

別途積立金 繰越利益剰余金 
株主資本合計 

平成18年3月31日残高 571,200 399,850 110,000 1,800,000 2,229,471 5,110,521

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △74,400 △74,400

 中間純利益  75,070 75,070

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 ― ― ― ― 670 670

平成18年9月30日残高 571,200 399,850 110,000 1,800,000 2,230,141 5,111,191

 

評価・換算差額等

 その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成18年3月31日残高 33,762 5,144,283

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △74,400

 中間純利益 75,070

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△5,803 △5,803

中間会計期間中の変動額合計 △5,803 △5,133

平成18年9月30日残高 27,959 5,139,150
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鈴茂器工株式会社（6405） 平成20年3月期中間決算短信(非連結) 

       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）              （単位：千円） 

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 

別途積立金 繰越利益剰余金 
株主資本合計 

平成19年3月31日残高 571,200 399,850 110,000 1,800,000 2,316,347 5,197,397

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △74,400 △74,400

 中間純利益  120,924 120,924

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 ― ― ― ― 46,524 46,524

平成19年9月30日残高 571,200 399,850 110,000 1,800,000 2,362,871 5,243,921

 

評価・換算差額等

 その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成19年3月31日残高 27,752 5,225,149

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △74,400

 中間純利益 120,924

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
1,539 1,539

中間会計期間中の変動額合計 1,539 48,063

平成19年9月30日残高 29,291 5,273,212
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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） （単位：千円） 

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 

別途積立金 繰越利益剰余金 
株主資本合計 

平成18年3月31日残高 571,200 399,850 110,000 1,800,000 2,229,471 5,110,521

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当  △74,400 △74,400

 当期純利益  161,276 161,276

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 ― ― ― ― 86,876 86,876

平成19年3月31日残高 571,200 399,850 110,000 1,800,000 2,316,347 5,197,397

 

評価・換算差額等

 その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成18年3月31日残高 33,762 5,144,283

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 △74,400

 当期純利益 161,276

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
△6,010 △6,010

事業年度中の変動額合計 △6,010 80,866

平成19年3月31日残高 27,752 5,225,149
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鈴茂器工株式会社（ ） 平成 年 月期中間決算短信 非連結6405 20 3 ( ) 

（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) 

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 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  

税引前中間(当期)純利益 119,663 207,852 319,376

減価償却費 60,711 43,105 119,332

ソフトウェア償却費 9,894 10,884 20,649

賞与引当金増減額  24,770 36,055 46,543

退職給付引当金増減額 7,609 8,089 17,567

役員退職慰労引当金増減額 4,233 △2,383 9,683

貸倒引当金の増減額 △270 △899 208

受取利息及び受取配当金 △1,690 △1,501 △2,054

売上債権の増減額 70,956 30,524 △22,916

たな卸資産の増減額 △132,674 57,932 32,149

仕入債務の増減額 134,320 8,707 32,757

未払消費税等の増減額 8,353 △10,612 29,615

未収消費税等の増減額 17,044 ― 17,044

その他の増減額 323 △27,343 17,148

小計 323,242 360,410 637,100

利息及び配当金の受取額 1,690 1,501 2,054

法人税等の支払額 △1,493 △171,557 △1,509

法人税等の還付額 133,327 ― 133,327

営業活動によるキャッシュ・フロー 456,766 190,353 770,972

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △62,987 △4,423 △76,015

有形固定資産の売却による収入 2,286 ― 3,986

ソフトウェアの取得による支出 △23,406 △3,430 △23,406

投資有価証券の取得による支出 △1,723 △1,523 △3,285

関係会社株式の取得による支出 △29,780 ― △29,780

保証金の返還による収入 55,645 547 55,645

貸付金の回収による収入 940 940 1,880

その他の増減額 △7,749 5,334 △13,760

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,775 △2,556 △84,734

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △74,400 △74,400 △74,400

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,400 △74,400 △74,400

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 315,591 113,397 611,839

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,223,772 1,835,611 1,223,772

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 1,539,363 1,949,008 1,835,611

  

－12－ 



 
鈴茂器工株式会社（ ） 平成 年 月期中間決算短信 非連結6405 20 3 ( ) 

中間財務諸表作成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) たな卸資産 

 ①商品・製品・材料・仕

掛品 

総平均法による原価

法を採用しておりま

す。 

 ②貯蔵品 

最終仕入原価法を採

用しております。 

(1) たな卸資産 

 ①商品・製品・材料・仕

掛品 

   同左 

 

 

 ②貯蔵品 

同左   

(1) たな卸資産 

 ①商品・製品・材料・仕

掛品 

同左   

 

 

 ②貯蔵品 

   同左 

 (2) 有価証券 

①子会社株式 

  移動平均法による原

価法を採用しており

ます。 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算期末日の市

場価格に基づく時価法

(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)を採

用しております。 

時価のないもの 

 移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

(2) 有価証券 

①子会社株式 

  同左 

 

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

   同左 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

   同左 

(2) 有価証券 

①子会社株式 

  同左 

 

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価

格に基づく時価法(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)を採用して

おります。 

時価のないもの 

 同左  

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法(ただし、平成

10年4月１日以降に取得

した建物(附属設備を除

く)については定額法)を

採用しております。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

  建物     ５～50年

   工具器具備品 ２～10年

(1) 有形固定資産 

  同左 

(1) 有形固定資産 

  同左 

 (2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェ

アについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用し

ております。 

(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 

  均等償却をしておりま

す。 

  なお、償却期間は、法

人税法に規定する方法と

同一の基準によっており

ます。 

(3) 長期前払費用 

  同左 

(3) 長期前払費用 

  同左 
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鈴茂器工株式会社（ ） 平成 年 月期中間決算短信 非連結6405 20 3 ( ) 

 

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) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

  同左 

(1) 貸倒引当金 

  同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額の

うち当期の負担額を計上

しております。 

 

(2) 賞与引当金 

  同左 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額の

うち当期の負担額を計上

しております。 

（追加情報） 

賞与の支給対象期間の

変更 

当事業年度において給

与規程の改定を行い、賞

与の支給対象期間の変更

をしております。従来の

賞与引当金と比較し、

23,342千円増加しており

ます。 

 (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当期末におけ

る退職給付債務の見込額

に基づき、当中間会計期

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。 

(3) 退職給付引当金 

  同左 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務の

見込額に基づき計上して

おります。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく当中間期末要支給

額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金 

  同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上

しております。 

４ 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 

５ 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

ケ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなってお

ります。 

 同左  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) 

６ 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 

(1) 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

よっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

  同左 

 

 

(1) 消費税等の会計処理 

  同左 

 

 
 
 

 会計処理の変更 

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5,139,150千円でありま

す。 

中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準） 

当事業年度から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準

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

5,225,149千円であります。 

財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務

諸表は、改正後の財務諸表等

規則により作成しておりま

す。 

 

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) 

(キャッシュ・フロー計算書) 

前中間会計期間において投資活動によるキャッシュ・

フロー の「その他の増減額」に含めて表示しておりま

した「保証金の返還による収入」(前中間会計期間6,104

千円)については、重要性が増したため、当中間会計期

間より区分掲記しております。 

―――――― 
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鈴茂器工株式会社（6405） 平成20年3月期中間決算短信(非連結) 

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 受取手形裏書譲渡高 101,109千円 １ 受取手形裏書譲渡高 85,489千円 １ 受取手形裏書譲渡高  76,046千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,484,094千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

1,581,814千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額  

1,538,710千円

※３ 消費税等の取扱 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「未

払消費税等」に表示しておりま

す。 

※３ 消費税等の取扱 

同左 

 

 

※３          

 

 

 

※４ 期末日満期手形の会計処理 

について 

   当中間期の末日は、金融機関の休日

でありましたが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。当

中間期末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。 

  受取手形        1,645千円 

  裏書手形       15,992千円 

※４ 期末日満期手形の会計処理 

について 

   当中間期の末日は、金融機関の休日

でありましたが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。当

中間期末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。 

  受取手形        1,352千円

  裏書手形       57,579千円

※４ 期末日満期手形の会計処理 

について 

   当事業年度の末日は、金融機関の休

日でありましたが、満期日に決済が行

われたものとして処理しております。

当事業年度末日満期手形の金額は、次

のとおりであります。 

  受取手形       13,907千円

  裏書手形       45,454千円

５         ５ 偶発債務 

次の会社のリース会社からのリース

債務に対して債務保証を行っておりま

す。 

Suzumo International Corporation 

1,703千円 

５ 偶発債務 

次の会社のリース会社からのリース

債務に対して債務保証を行っておりま

す。 

Suzumo International Corporation 

2,218千円 

 

(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 営業外収益の主要項目 

    受取利息        194千円 

    受取配当金      1,496千円 

    受取手数料          966千円 

    還付加算金     3,710千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

    受取利息        155千円

    受取配当金      1,346千円

    受取手数料          547千円

 

※１ 営業外収益の主要項目 

       受取利息        348千円

    受取配当金      1,707千円

    受取手数料         1,576千円

※２ 営業外費用の主要項目 

        

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益     270千円 

※４ 特別損失の主要項目 

    車両運搬具売却損    296千円 

    工具器具備品除却損  37千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

    保険解約損     716千円 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益    815千円

※４ 特別損失の主要項目 

               

 

※２ 営業外費用の主要項目 

              

※３ 特別利益の主要項目 

車両運搬具売却益     36千円

※４ 特別損失の主要項目 

    車両運搬具売却損    296千円

    工具器具備品除却損  96千円

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産     60,711千円 

    無形固定資産     9,894千円 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産    43,105千円

    無形固定資産    10,884千円

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産     119,332千円

    無形固定資産     20,649千円
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鈴茂器工株式会社（6405） 平成20年3月期中間決算短信(非連結) 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

１． 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 4,960,000 ― ― 4,960,000

 
 

２． 自己株式に関する事項 
 
      該当事項はありません。 
   

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 74,400 15 平成18年3月31日 平成18年6月30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 

       該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

１． 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 4,960,000 ― ― 4,960,000

 
 

２． 自己株式に関する事項 
 
      該当事項はありません。 
   

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 74,400 15 平成19年3月31日 平成19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 

       該当事項はありません。 
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鈴茂器工株式会社（6405） 平成20年3月期中間決算短信(非連結) 

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

１． 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 4,960,000 ― ― 4,960,000

 
 

２． 自己株式に関する事項 
 
      該当事項はありません。 
   

３． 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株） 

会社名 内訳 
目的となる
株式の種類 前事業 

年度末 
増加 減少 

当事業 
年度末 

当事業 
年度末残高
（千円）

提出会社 平成17年新株予約権 普通株式 240,000 ― ― 240,000 ―

合計 240,000 ― ― 240,000 ―

(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

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 74,400 15 平成18年3月31日 平成18年6月30日

 

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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 74,400 15 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) 

1. 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載されている科

目の金額との関係 

(平成18年９月30日) 

現金及び預金         1,539,363千円 

 預入期間が３ケ月を 
 超える定期預金             △―千円

 現金及び現金同等物    1,539,363千円 

1. 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載されている科

目の金額との関係 

(平成19年９月30日)

 現金及び預金          1,949,008千円

 預入期間が３ケ月を 
 超える定期預金             △―千円

 現金及び現金同等物    1,949,008千円

1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲載されている科目の金額

との関係 

(平成19年３月31日)

 現金及び預金          1,835,611千円

 預入期間が３ケ月を 
 超える定期預金             △―千円

 現金及び現金同等物    1,835,611千円
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鈴茂器工株式会社（6405） 平成20年3月期中間決算短信(非連結) 

(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末 
残高 

相当額 
(千円) 

機械及び 
装置 

60,732 23,136 37,596 

工具器具 
備品 

129,692 88,410 41,283 

ソフトウ
エア 

 22,742 16,445 6,297 

合計 213,167 127,991 85,175 

  
 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高 

相当額
(千円)

機械及び
装置 

60,732 31,812 28,920

工具器具
備品 

107,981 88,190 19,791

ソフトウ
エア 

 37,757 24,256 13,501

合計 206,470 144,258 62,212

  
 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末 
残高 

相当額
(千円)

機械及び
装置 

60,732 27,474 33,258

工具器具
備品 

129,543 101,122 28,421

ソフトウ
エア 

22,742 19,334 3,408

合計 213,017 147,930 65,087

  
 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込

み法により算定しておりま

す。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 38,125千円

１年超 47,050千円

合計 85,175千円
 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 23,064千円

１年超 39,148千円

合計 62,212千円
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 29,383千円

１年超 35,705千円

合計 65,087千円
 

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

おります。 

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

おります。 

 (注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 21,470千円

減価償却費 
相当額 

21,470千円

 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 18,869千円

減価償却費 
相当額 

18,869千円

 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 41,300千円

減価償却費 
相当額 

41,300千円

 
 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 
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鈴茂器工株式会社（6405） 平成20年3月期中間決算短信(非連結) 

(有価証券関係) 

(前中間会計期間) 

有価証券 

１． その他有価証券で時価のあるもの 

 

前中間会計期間末 
(平成18年9月30日) 

区分 

取得原価(千円) 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

(1) 株式 38,388 85,536 47,148

合計 38,388 85,536 47,148

 

２． 時価評価されていない主な「有価証券」 

 

前中間会計期間 
(平成18年9月30日) 

内容 

中間貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券 

非上場株式 8,160

 

(当中間会計期間) 

有価証券 

１． その他有価証券で時価のあるもの 

 

当中間会計期間末 
(平成19年9月30日) 

区分 

取得原価(千円) 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

(1) 株式 41,473 90,868 49,394

     合計 41,473 90,868 49,394

 

２． 時価評価されていない主な「有価証券」 

 

当中間会計期間 
(平成19年9月30日) 

内容 

中間貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券 

非上場株式 8,160
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鈴茂器工株式会社（6405） 平成20年3月期中間決算短信(非連結) 

(前事業年度) 

有価証券 

１． その他有価証券で時価のあるもの 

 

前事業年度末 
(平成19年3月31日) 

区分 

取得原価(千円) 
貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

(1) 株式 39,950 86,749 46,799

合計 39,950 86,749 46,799

 

２． 時価評価されていない主な「有価証券」 

 
前事業年度 

(平成19年3月31日) 
内容 

貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 8,160
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鈴茂器工株式会社（6405） 平成20年3月期中間決算短信(非連結 

(デリバティブ取引関係) 

(前中間会計期間末) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 

(当中間会計期間末) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 

(前事業年度末) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 

(ストック・オプション等関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月1日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成19年４月1日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成18年４月1日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

(持分法損益等) 

(前中間会計期間) 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

(当中間会計期間) 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

(前事業年度) 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 
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鈴茂器工株式会社（6405） 平成20年3月期中間決算短信(非連結 

(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 1,036円12銭

 

１株当たり純資産額 1,063円15銭

 

１株当たり純資産額 1,053円46銭

 

１株当たり中間純利益 15円14銭

 

１株当たり中間純利益 24円38銭

 

１株当たり当期純利益 32円52銭

 
なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、新株予

約権方式のストックオプション制度

を導入しておりますが、期中平均株

価が権利行使価格を下回るので記載

しておりません。 

（追加情報） 

当中間会計期間から、改正後の

「１株当たり当期純利益に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 最

終改正平成18年１月31日 企業会計

基準第２号）及び「１株当たり当期

純利益に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 最終改

正平成18年１月31日 企業会計基準

適用指針第４号）を適用しておりま

す。 

これによる影響はありません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、新株予

約権方式のストックオプション制度

を導入しておりますが、期中平均株

価が権利行使価格を下回るので記載

しておりません。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、新株予

約権方式のストックオプション制度

を導入しておりますが、期中平均株

価が権利行使価格を下回るので記載

しておりません。 

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

 

       期 別 
 

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（千円） 75,070 120,924 161,276

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 75,070 120,924  161,276

期中平均株式数（株） 4,960,000 4,960,000 4,960,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間(当期)純利益金

額の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

平成17年６月29日 

定時株主総会決議 

新株予約権 

(新株予約権2,400個）

普通株式 240,000株

平成17年６月29日 

定時株主総会決議 

新株予約権 

(新株予約権2,400個） 

普通株式 240,000株

平成17年６月29日 

定時株主総会決議 

新株予約権 

(新株予約権2,400個）

普通株式 240,000株 
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鈴茂器工株式会社（6405） 平成20年3月期中間決算短信(非連結) 

(重要な後発事象) 

(前中間会計期間) 

該当事項はありません。 

 

(当中間会計期間) 

株式取得による完全子会社化について 

当社は、平成19年11月１日開催の取締役会において、株式会社セハージャパンの株式を取得し、

完全子会社化することを決議いたしました。また、平成19年11月8日付けで株式譲渡契約を締結い

たしました。 

１． 株式取得の目的 

株式会社セハージャパンは、アルコール系洗浄剤・除菌剤等の各種製品を販売しております。今

回の完全子会社化により、お客様の製造現場における衛生面の向上に役立つアルコール系洗浄剤・

除菌剤を始めとする衛生商品の販売に注力する所存であります。 

２． 子会社となる会社の概要 

 （１）商号       株式会社セハージャパン 

 （２）主な事業内容   洗浄剤・除菌剤の製造および販売 

 （３）資本金      16百万円（平成18年12月31日現在）  

 （４）売上高      405百万円（平成18年12月31日現在） 

３． 株式取得の内容 

 （１）株式取得日    平成19年11月8日 

 （２）取得株式数    320株 

 （３）取得後の所有割合 100％ 

 

(前事業年度) 

該当事項はありません。 

 

 

－24－ 



 
鈴茂器工株式会社（6405） 平成20年3月期中間決算短信(非連結) 

５． 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

 

      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) 

 
            期 別 
 
品 目 

 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%)

寿司ロボット 1,440,675 73.0 1,704,810 80.7 3,180,002 77.4

おむすびロボット 143,508 7.3 71,678 3.4 201,299 4.9

その他製品及び部品 390,327 19.7 335,878 15.9 727,766 17.7

合計 1,974,510 100.0 2,112,366 100.0 4,109,068 100.0

(注)  １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

① 受注高 

      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) 

 
            期 別 
 
品 目 

 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%)

寿司ロボット 1,433,000 59.2 1,714,800 66.2 3,200,778 63.0

おむすびロボット 143,990 5.9 52,175 2.0 244,919 4.8

その他製品及び部品 357,847 14.8 337,068 13.0 686,273 13.5

製品小計 1,934,837 79.9 2,104,043 81.3 4,131,970 81.3

 炊飯関連機器 129,368 5.3 109,321 4.2 214,251 4.2

 寿司用資材 314,358 13.0 329,571 12.7 640,864 12.6

    商品小計 443,725 18.3 438,892 17.0 855,115 16.8

その他 42,209 1.7 45,490 1.8 94,348 1.9

     合計 2,420,771 100.0 2,588,425 100.0 5,081,433 100.0

(注)  １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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鈴茂器工株式会社（6405） 平成20年3月期中間決算短信(非連結) 

 

② 受注残高 

      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) 

 
            期 別 
 
品 目 

 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%)

寿司ロボット 25,988 58.4 29,808 65.9 38,750 51.5

おむすびロボット ― ― ― ― 4,670 6.2

その他製品及び部品 2,711 6.1 1,913 4.2 6,616 8.8

製品小計 28,699 64.5 31,721 70.2 50,036 66.5

 炊飯関連機器 9,799 22.0 9,774 21.6 20,653 27.4

 寿司用資材 5,989 13.5 3,712 8.2 4,560 6.1

    商品小計 15,788 35.5 13,486 29.8 25,213 33.5

その他       

     合計 44,486 100.0 45,207 100.0 75,249 100.0

(注)  １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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鈴茂器工株式会社（6405） 平成20年3月期中間決算短信(非連結) 

(3) 販売実績 

      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) 

 
            期 別 
 
品 目 

 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%)

寿司ロボット 1,412,820 59.0 1,723,742 65.8 3,167,836 63.1

おむすびロボット 143,990 6.0 56,845 2.2 240,249 4.8

その他製品及び部品 360,438 15.1 341,771 13.1 684,959 13.6

製品小計 1,917,247 80.1 2,122,358 81.1 4,093,044 81.5

 炊飯関連機器 119,569 5.0 120,200 4.6 193,598 3.9

 寿司用資材 314,581 13.1 330,419 12.6 642,516 12.8

    商品小計 434,150 18.1 450,619 17.2 836,113 16.6

その他 42,209 1.8 45,490 1.7 94,348 1.9

     合計 2,393,606 100.0 2,618,467 100.0 5,023,505 100.0

(注)  １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 輸出販売高及び輸出割合は、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) 

輸出販売高(千円) 輸出割合(%) 輸出販売高(千円) 輸出割合(%) 輸出販売高(千円) 輸出割合(%)

298,181 12.5 387,282 14.8 722,079 14.4

 

４ 主な輸出先及び輸出販売高に対する割合は、次のとおりであります。 

 

輸出先 
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)

アジア地区 (％) 43.6 48.8 42.9

北アメリカ地区 (％) 17.4 10.0 16.2

ヨーロッパ地区 (％) 25.7 26.1 24.9

オセアニア地区 (％) 12.4 12.9 15.1

その他の地区 (％) 0.9 2.2 0.9

合計 (％) 100.0 100.0 100.0
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