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１．平成19年10月中間期の業績（平成19年５月１日～平成19年10月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年10月中間期 1,294 4.8 23 △40.4 39 △39.4 23 △34.1

18年10月中間期 1,235 1.9 39 △49.3 64 △35.5 34 △72.6

19年４月期 2,527 － 77 － 123 － 65 －

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10月中間期 4 35 － －

18年10月中間期 6 59 － －

19年４月期 12 41 － －

（参考）持分法投資損益 19年10月中間期 －百万円 18年10月中間期 －百万円 19年４月期 －百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年10月中間期 3,992 3,326 83.3 629 61

18年10月中間期 3,973 3,401 85.6 641 97

19年４月期 3,990 3,368 84.4 635 76

（参考）自己資本 19年10月中間期 3,326百万円 18年10月中間期 3,401百万円 19年４月期 3,368百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年10月中間期 207 △62 △54 1,011

18年10月中間期 63 31 △47 828

19年４月期 146 90 △95 921

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４月期 9 00 9 00 18 00

20年４月期 8 00 －

20年４月期（予想） － 8 00 16 00

３．平成20年４月期の業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30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 2,650 4.9 60 △22.5 85 △31.0 45 △31.6 8 52
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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

（注）詳細は、17ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年10月中間期 5,850,000株 18年10月中間期 5,850,000株 19年４月期 5,850,000株

②　期末自己株式数 19年10月中間期 565,920株 18年10月中間期 550,920株 19年４月期 550,920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、25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

１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページから４ページの「１．経営成績」を参照して下さい。

２．通期の業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を減額修正いた

しました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成19年12月13日）公表の「平成20年４月期中間（非

連結）業績予想との差異および通期（非連結）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業収益に支えられ、緩やかな回復基調で推移しました。しかし

ながら、雇用環境の持ち直しはあるものの個人所得は伸びず、また、原油価格の高騰が長期化の様相を呈している

ことから石油関連製品をはじめとする素材価格の上昇、米国サブプライムローン問題に端を発する世界的な金融不

安など、今後の景気動向に対する不透明感もぬぐいきれない状況が続いております。

　当業界におきましても、原油・ナフサ価格の高騰に伴う樹脂原料価格の値上げの影響を受けるとともに、個人消

費は低迷し、需要減退の影響を受けました。またユーザーの品質管理の要求は一段と高まるなど、引き続き厳しい

経営環境にありました。

　このような状況のなかで、当社は主力の食品分野においては、きめ細かく新規需要を掘り起こしていく対応を図

り、また非食品分野を成長分野と位置付けて、電子部品用、医療用、産業用向けの取り組みを積極的に推進し、販

売の拡大に努めてまいりました結果、売上高は12億94百万円（前年同期比4.8％増）となりました。

　利益につきましては、樹脂原料価格の値上がりに対し、全社を挙げての徹底したコスト削減に取り組みましたが、

原材料費の値上げ影響等により、営業利益は23百万円（前年同期比40.4％減）、経常利益は39百万円（前年同期比

39.4％減）、中間純利益は23百万円（前年同期比34.1％減）となりました。

　用途別の売上高につきましては、食品分野では、水産用の需要不振による減少があるものの、惣菜用、畜産用の

増加により９億30百万円（前年同期比0.5％増）となりました。

　非食品分野では、電子部品用、産業用は減少したものの、医療用の増加により２億29百万円（前年同期比8.2％

増）となりました。

　商品につきましては、突き刺し強度の高い袋の販売が順調に推移したこと等により１億35百万円（前年同期比

37.6％増）となりました。

　通期の見通しにつきましては、原材料価格高騰などで先行きの不透明感も強く、引き続き厳しい状況が続くもの

と予想されます。これらの要因を勘案し、平成19年6月14日に公表いたしました予想を修正し、売上高26億50百万円、

営業利益60百万円、経常利益85百万円、当期純利益45百万円としております。

(2）財政状態に関する分析

 ①　資産、負債及び純資産の状況

　当中間会計期間末の資産総額は39億92百万円となり、前事業年度末より１百万円増加いたしました。内訳は、流

動資産が有価証券の増加１億円等により61百万円の増加、固定資産が有形固定資産の減少60百万円等により60百万

円の減少です。

　負債総額は６億65百万円となり、前事業年度末より43百万円増加いたしました。内訳は、流動負債が買掛金51百

万円等の増加により34百万円の増加によるものであります。

　純資産の部は33億26百万円となり、前事業年度末より42百万円減少いたしました。これは主に利益剰余金合計24

百万円及び評価・換算差額等合計10百万円等の減少によるものであります。　

②　キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、

仕入債務の増加等により前会計年度末より89百万円増加し、10億11百万円（前年同期比１億82百万円増）となりま

した。

　なお、フリー・キャッシュ・フローは１億51百万円（前年同期は△１億38百万円）となりました。

　また、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得られた資金は２億７百万円（前年同期比１億43百万円増）となりまし

た。

　これは主に税引前中間純利益と減価償却費及び利息及び配当金等の受取があったこと等を反映したものでありま

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使用した資金は62百万円（前年同期比94百万円減）となりました。

　これは主に有形固定資産の取得等による支出があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は54百万円（前年同期比７百万円減）となりました。

　これは配当金の支払及び自己株式の取得による支出によるものであります。
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（注）フリーキャッシュ・フローは（営業活動によるキャッシュ・フロー）から（有形固定資産の取得による支

出）を差し引いて計算しました。

　（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成16年４月期 平成17年４月期 平成18年４月期 平成19年４月期 
平成19年10月

中間期 

自己資本比率（％） 83.9 80.8 83.8 84.4 83.3

時価ベースの自己資

本比率（％）
76.0 61.2 86.1 68.4 63.3

※　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

（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注２）キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、有利子負債がありませんので表示を省略しております。

（注３）インタレスト・カバレッジ・レシオは、支払利息・割引料がないため表示を省略しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は株主の皆様への利益還元を重要課題と考えており、地道に経営基盤を強化し、常に安定配当を維持しつつ、

業績に裏打ちされた成果配分を行なうことを基本方針としております。

　内部留保金につきましては、企業体質の強化と、今後の研究開発活動、設備投資、情報投資に活用し、また自己

株式取得の弾力的運用による株式価値の向上等に備えることにより、企業内容の充実を図ってまいります。

　従いまして、株主の皆様に対する配当金につきましては、財務状況、利益水準、配当性向及び株主資本配当率等

を、総合的に勘案して実施することとしております。

　なお、当期の配当金につきましては、中間期の業績が当初予想を下回る減益となったことから、平成19年6月14日

に公表しました配当額を、中間配当金１株当たり８円（当初予定９円、前年実績９円）といたしました。年間配当

金につきましても、原材料価格高騰影響を踏まえた通期業績予想を勘案し、１株当たり当初予定18円を16円（中間

配当８円、期末配当８円）への減配を予定しております。

　今後とも経営基盤の強化に努め、当社の配当基本方針に沿って安定配当を維持してまいる所存であります。

(4）事業等のリスク

　当社の経営成績及び財政状態等に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあり、文中の将

来に関する事項は、当中間会計期間末現在において当社が判断したものであります。

①原材料価格について

　当社の製造工程において使用している樹脂原料価格の値上げは、原材料費が上昇し、当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。

②消費の動向について

　当社のユーザーである、食品メーカーが消費者の食の安全性に対する不信感を与える状況（産地偽装表示問題、

ＢＳＥ、鳥インフルエンザなど）が生じた場合など、消費動向に影響をあたえるような不測の事態が発生した場合

には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

③災害等について

　当社は生産拠点を三ヶ所に分散配置し補完機能を持たせており、かつ防火管理体制に関しても防災訓練を定期的

に行う等災害対策を実施しておりますが、地震・台風といった自然災害及び火災・爆発等の事故が発生した場合、

あるいはコンピューターシステムが稼動できなくなった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④製品の欠陥について

　当社は製品の品質を最優先の課題の一つとし、製品の製造を行っております。しかし、全ての製品に欠陥がなく、

将来において製品回収などの事態が発生しないという保証はありません。また製造物責任賠償については保険に加

入しておりますが、大規模な製品の回収や製造物責任賠償につながるような製品等の欠陥が発生した場合、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社は、プラスチックフィルムのメーカーで、食品包装向け多層チューブフィルムを主要製品として製造、加工並

びに販売を行っております。

親会社の盛田エンタプライズ株式会社は、酒類食品卸売業、不動産賃貸売買業、管理業務委託、人材派遣業等を行

なっております。当中間会計期間、当社との取引はありません。　
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は「社会の期待し要求する製品を作り、それによって発展する企業でありたい。よって会社の発展と社員の幸

福が一致する経営を期す。」の経営理念のもと、多層チューブフィルム業界のパイオニアとして堅実に成長してきま

した。食品包装分野で安定的に成長しつつ、今後の成長分野として期待できる電子部品用・医療用・産業用を柱とす

る非食品分野に対する高機能製品の開発により事業拡大を図ることを基本戦略としております。また今後の企業成長

のためには環境問題への取り組みが重要と判断し、2001年４月にＩＳＯ14001の認証を取得するとともに、現在工場内

生産ロスのゼロ・エミッションを目標とし、循環型社会の一翼を担う企業として環境マネジメントシステムの継続的

な向上を目指してまいります。

　また経営理念の実現のために、目標管理制度を基にした人材の育成と経営・会計の透明性並びに法令の遵守を経営

の基本方針として、顧客・社員・株主並びに社会に報いることが出来る調和のとれた企業活動を推進してまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社は、投下資本に対するリターンの最大化を図ることにより、株主にとって魅力ある企業経営を行なうため、Ｒ

ＯＥ（株主資本当期純利益率）を主な経営指標としております。目標値としてはＲＯＥ５％以上としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は現在、当事業年度を最終年度とする中期3ヶ年経営計画「ＢＴ３」（Ｂｒｅａｋ Ｔｈｒｏｕｇｈ ３）を推進

しております。今中期計画期間においては、計画水準は未達成となりますが、引き続き中期的な経営目標として達成

に向けた取組みを推進してまいります。

①基本方針

・非食品分野の積極的取り組みによる成長戦略の具体的実現を図る。

・売上の拡大指向による新分野、新製品の取り組みを積極的に行なう。 

・戦略実現に向けての構造改革、行動変革運動を行なう。 

②経営目標（平成20年４月期当初計画目標値）

・売上高　　　　　　　　　　　３２億円 

・営業利益　　　　　　　　　　３億２０百万円 

・非食品売上高比率　　　　　　３０％の達成 

・売上高営業利益率　　　　　　１０％の達成 

・株主資本利益率（ＲＯＥ）　　５％以上の達成 

(4）会社の対処すべき課題

　当社の主要ユーザーである食品業界においては、食の安全性に対する諸問題から、品質に対する要求水準はますま

す厳しくなり、また、少子高齢化が進むなか、個人消費は低迷し、需要減退の影響を受けるとともに、価格競争の激

化や受注の小ロット化、短納期化の流れが加速してきております。更に、原油、ナフサ価格の高止まりから、樹脂原

料価格の値上げ影響がさらに強くなっている状況にあります。

　このような状況のなかで、以下の課題に取り組んでまいります。

　まず第一に「品質の向上とコストの削減」を最重要課題と位置づけ、「顧客満足の得られる製品作り」と「徹底し

たコストダウン」に取り組んでおります。常に品質の向上を図り顧客満足の得られる製品作りを行い、クレームゼロ

を目指してまいります。

　第二に、電子部品や医療用、産業用などの非食品分野への対応力を強化してまいります。また、包装用途だけでは

なく、医療用バックの拡大や産業用等の機能材料としての用途開発を進めてまいります。

　第三に、提案型営業により主要分野である食品分野での顧客ニーズに的確に対応してまいります。問屋向けを中心

とした営業のみならず、直接ユーザーへの訪問頻度を増やし顧客ニーズの把握をよりきめ細かく行い、顧客からの信

認をより強くする営業活動を行ってまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方

及びその整備状況」に記載しております。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年10月31日）
当中間会計期間末

（平成19年10月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  785,270   867,827    878,317   

２．受取手形 注２ 379,275   390,604    429,279   

３．売掛金  377,892   398,332    380,404   

４．たな卸資産  107,582   123,522    106,982   

５．その他  96,090   172,670    96,120   

貸倒引当金  △357   △213    △219   

流動資産合計   1,745,754 43.9  1,952,744 48.9 206,990  1,890,885 47.4

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 注１           

(1) 建物  221,558   202,567    213,161   

(2) 機械及び装
置

 419,500   365,155    412,846   

(3) 土地  605,251   605,251    605,251   

(4) その他  32,825   29,448    31,290   

計  1,279,137   1,202,423   △76,713 1,262,550   

２．無形固定資産  7,089   7,089   － 7,089   

３．投資その他の
資産

           

(1) 投資有価証
券

 540,667   396,823    413,807   

(2) 繰延税金資
産

 6,355   28,124    18,568   

(3) 長期性預金  300,000   300,000    300,000   

(4) その他  95,185   106,544    98,433   

貸倒引当金  △203   △1,020    △442   

計  942,004   830,472   △111,532 830,367   

固定資産合計   2,228,231 56.1  2,039,985 51.1 △188,246  2,100,007 52.6

資産合計   3,973,985 100.0  3,992,729 100.0 18,743  3,990,892 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形 注２ 27,280   41,942    22,009   

２．買掛金  388,497   449,767    392,043   

３．未払法人税等  7,156   23,852    7,654   

４．その他 注２ 115,586   103,391    162,989   

流動負債合計   538,520 13.6  618,954 15.5 80,433  584,697 14.7

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当
金

 20,563   23,654    19,430   

２．役員退職慰労
引当金

 12,725   21,221    17,473   

３．その他  350   2,000    350   

固定負債合計   33,639 0.8  46,876 1.2 13,237  37,253 0.9

負債合計   572,159 14.4  665,830 16.7 93,671  621,951 15.6
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前中間会計期間末

（平成18年10月31日）
当中間会計期間末

（平成19年10月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   774,000 19.5  774,000 19.4 －  774,000 19.4

２．資本剰余金            

(1)資本準備金  1,150,310   1,150,310    1,150,310   

資本剰余金合計   1,150,310 28.9  1,150,310 28.8 －  1,150,310 28.8

３．利益剰余金            

(1)利益準備金  193,500   193,500    193,500   

(2)その他利益剰
余金

           

別途積立金  1,370,000   1,370,000    1,370,000   

繰越利益剰
余金

 512,017   470,499    495,168   

利益剰余金合計   2,075,517 52.2  2,033,999 50.9 △41,518  2,058,668 51.6

４．自己株式   △239,037 △6.0  △246,339 △6.2 △7,302  △239,037 △6.0

株主資本合計   3,760,790 94.6  3,711,970 93.0 △48,820  3,743,941 93.8

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  28,568 0.7  2,461 0.1 △26,107  12,533 0.3

２．土地再評価差
額金

  △387,533 △9.7  △387,533 △9.7 －  △387,533 △9.7

評価・換算差額
等合計 

  △358,964 △9.0  △385,071 △9.6 △26,107  △374,999 △9.4

純資産合計   3,401,826 85.6  3,326,898 83.3 △74,927  3,368,941 84.4

負債純資産合計   3,973,985 100.0  3,992,729 100.0 18,743  3,990,892 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,235,605 100.0  1,294,712 100.0 59,107  2,527,239 100.0

Ⅱ　売上原価   838,815 67.9  914,966 70.7 76,151  1,744,407 69.0

売上総利益   396,790 32.1  379,746 29.3 △17,044  782,831 31.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  357,161 28.9  356,133 27.5 △1,027  705,411 27.9

営業利益   39,629 3.2  23,612 1.8 △16,016  77,419 3.1

Ⅳ　営業外収益 注１  25,284 2.1  15,936 1.2 △9,347  45,783 1.8

Ⅴ　営業外費用   － 0.0  238 0.0 238  － 0.0

経常利益   64,913 5.3  39,310 3.0 △25,603  123,203 4.9

Ⅵ　特別利益 注２  27,423 2.2  2,968 0.2 △24,455  27,338 1.1

Ⅶ　特別損失 注３  28,255 2.3  550 0.0 △27,704  28,937 1.1

税引前中間
（当期）純利
益

  64,081 5.2  41,727 3.2 △22,353  121,604 4.8

法人税、住民
税及び事業税

 3,107   23,729    15,025   

法人税等調整
額

 26,049 29,156 2.4 △5,024 18,704 1.4 △10,451 40,812 55,837 2.2

中間（当期）
純利益

  34,924 2.8  23,023 1.8 △11,901  65,767 2.6
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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５月１日　至平成18年10月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金
 その他利益剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年４月30日　残

高

（千円）

774,000 1,150,310 1,150,310 193,500 1,370,000 534,784 2,098,284 △239,037 3,783,557

中間会計期間中の変動

額

剰余金の配当（注）      △47,691 △47,691  △47,691

役員賞与（注）      △10,000 △10,000  △10,000

中間純利益      34,924 34,924  34,924

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

（千円）

－ － － － － △22,766 △22,766 － △22,766

平成18年10月31日　残

高

（千円）

774,000 1,150,310 1,150,310 193,500 1,370,000 512,017 2,075,517 △239,037 3,760,790

評価・換算差額等

純資産合計
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

平成18年４月30日　残高

（千円）
31,989 △387,533 △355,544 3,428,013

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △47,691

役員賞与（注）    △10,000

中間純利益    34,924

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△3,420  △3,420 △3,420

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,420 － △3,420 △26,187

平成18年10月31日　残高

（千円）
28,568 △387,533 △358,964 3,401,826

（注）　平成18年７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５月１日　至平成19年10月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金
 その他利益剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年４月30日　残

高

（千円）

774,000 1,150,310 1,150,310 193,500 1,370,000 495,168 2,058,668 △239,037 3,743,941

中間会計期間中の変動

額

剰余金の配当      △47,691 △47,691  △47,691

中間純利益      23,023 23,023  23,023

自己株式の取得        △7,302 △7,302

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）

－ － － － － △24,668 △24,668 △7,302 △31,970

平成19年10月31日　残

高

（千円）

774,000 1,150,310 1,150,310 193,500 1,370,000 470,499 2,033,999 △246,339 3,711,970

評価・換算差額等

純資産合計
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

平成19年４月30日　残高

（千円）
12,533 △387,533 △374,999 3,368,941

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △47,691

中間純利益    23,023

自己株式の取得    △7,302

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△10,071  △10,071 △10,071

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△10,071 － △10,071 △42,042

平成19年10月31日　残高

（千円）
2,461 △387,533 △385,071 3,326,898
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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５月１日　至平成19年４月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金
 その他利益剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年４月30日　残

高

（千円）

774,000 1,150,310 1,150,310 193,500 1,370,000 534,784 2,098,284 △239,037 3,783,557

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）      △47,691 △47,691  △47,691

剰余金の配当（中間

配当）
     △47,691 △47,691  △47,691

役員賞与（注）      △10,000 △10,000  △10,000

当期純利益      65,767 65,767  65,767

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）

－ － － － － △39,616 △39,616 － △39,616

平成19年４月30日　残

高

（千円）

774,000 1,150,310 1,150,310 193,500 1,370,000 495,168 2,058,668 △239,037 3,743,941

評価・換算差額等

純資産合計
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

平成18年４月30日　残高

（千円）
31,989 △387,533 △355,544 3,428,013

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △47,691

剰余金の配当（中間配当）    △47,691

役員賞与（注）    △10,000

当期純利益    65,767

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△19,455 － △19,455 △19,455

事業年度中の変動額合計

（千円）
△19,455 － △19,455 △59,072

平成19年４月30日　残高

（千円）
12,533 △387,533 △374,999 3,368,941

（注）　平成18年７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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(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５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税引前中間（当期）
純利益

 64,081 41,727  121,604

減価償却費  67,292 66,118  143,815

退職給付引当金の増
減額（減少:△）

 2,019 4,224  886

役員退職慰労引当金
の増減額（減少：
△）

 △100,380 3,747  △95,632

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △1,459 572  △1,358

受取利息及び受取配
当金

 △23,200 △14,024  △42,392

有形固定資産売除却
損

 1,709 550  2,391

投資有価証券売却益  △26,248 －  △26,248

事業保険解約益  △750 －  －

売上債権の減少額  56,120 20,746  3,604

たな卸資産の増加額  △23,066 △16,539  △22,466

その他の流動資産の
減少額

 10,371 2,577  4,713

仕入債務の増加額  51,121 77,656  49,397

未払金の減少額  △22,847 △11,994  △7,287

未払費用の減少額  △12,310 △6,806  △6,496

預り金の増減額（減
少:△）

 △3,383 △2,954  109

未払消費税等の増減
額（減少:△）

 △11,450 11,716  △11,450

役員退職功労加算金  25,020 －  25,020

役員賞与の支払額  △10,000 －  △10,000

その他  4,183 1,626  172

小計  46,821 178,946 132,125 128,379

利息及び配当金等の
受取額

 34,712 15,305  58,390

役員退職功労加算金  △25,020 －  △25,020

法人税等の還付額  22,178 21,181  22,178

法人税等の支払額  △14,798 △7,981  △37,907

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 63,894 207,451 143,557 146,021
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前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

有形固定資産の取得
による支出

 △202,807 △56,377  △240,656

有形固定資産の売却
による収入

 130 41  130

投資有価証券の取得
等による支出

 － △101,500  －

投資有価証券の売却
等による収入

 230,592 102,060  330,592

貸付金の回収による
収入

 270 630  640

その他投資の減少額  3,189 －  △609

その他投資の増加額  － △7,762  －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 31,374 △62,909 △94,284 90,096

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

配当金の支払額  △47,853 △47,561  △95,596

自己株式取得による
支出

 － △7,302  －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △47,853 △54,863 △7,010 △95,596

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額

 47,416 89,678 42,262 140,520

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 781,165 921,686 140,520 781,165

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(注) 828,581 1,011,365 182,783 921,686
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

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）を採用しておりま

す。

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同　　　左

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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）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

時価のないもの

同　　　左

時価のないもの

同　　　左

(2）たな卸資産

商品

　先入先出法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同　　　左

(2）たな卸資産

商品

同　　　左

製品

　総平均法による原価法

製品

同　　　左

製品

同　　　左

原材料

　総平均法による原価法

原材料

同　　　左

原材料

同　　　左

仕掛品

　総平均法による原価法

仕掛品

同　　　左

仕掛品

同　　　左

貯蔵品

先入先出法による原価法

貯蔵品

同　　　左

貯蔵品

同　　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

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、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物　　　　　　７～３８年

機械及び装置　　　４～８年

有形固定資産

定率法（ただし、建物（建物付

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、平成19年３月31日以前

に取得した固定資産については、

旧定率法によっております。

　また、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物付属設備

を除く）のうち、平成19年３月

31日以前に取得した建物（建物

付属設備を除く）については旧

定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物　　　　　　７～３８年

機械及び装置　　　２～８年

有形固定資産

定率法（ただし、建物（建物付

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、平成19年３月31日以前

に取得した固定資産については、

旧定率法によっております。

　また、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物付属設備

を除く）のうち、平成19年３月

31日以前に取得した建物（建物

付属設備を除く）については旧

定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物　　　　　　７～３８年

機械及び装置　　　４～８年

  （追加情報） 

法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計

上しております。

これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益がそれぞ

れ3,324千円減少しておりま

す。 
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30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）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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて、発生していると認めら

れる額を計上しております。

(2）退職給付引当金

同　　　左

(2）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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。

(3）役員退職慰労引当金

 

同　　　左

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

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

　手許現金及び要求払い預金のほ

か、取得日より３ヶ月以内に満期

日が到来する定期性預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価格の

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 同　　　左

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

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等と預り消費

税等は相殺し、未収消費税等とし

て流動資産の「その他」に含めて

表示しております。

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等と預り消費

税等は相殺し、未払消費税等とし

て流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

────── ────── 　（固定資産の減価償却の方法）

当事業年度より、法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降取得の固定資産につ

いては改正法人税法に規定する償却方法に

より、減価償却費を計上しております。な

お、この変更による当事業年度への影響は

軽微であります。 　

　（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号平成17年12月９日）を適用し

ております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金

額は3,401,826千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。

────── 　（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準）

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適用して

おります。

　これまでの資本の部の合計に相当する金

額は3,368,941千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の

純資産の部については、財務諸表等規則の

改正に伴い、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年10月31日）
当中間会計期間末

（平成19年10月31日）
前事業年度末

（平成19年４月30日）

注１　有形固定資産

減価償却累計額

（千円）

 1,464,519

（千円）

        1,587,126  

（千円）

                   1,530,814

注２　中間期末日（期末日）満

期手形

―――――― ―――――― 期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理し

ております。

したがって当期末日が金融機

関の休業日であったため、次の

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　　　　101,539千円

支払手形　　　　  3,703千円

設備支払手形　　 30,723千円

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

注１　営業外収益の主なもの

受取利息

有価証券利息

（千円）

2,703

20,298

（千円）

2,672

11,142

（千円）

5,243

36,852

注２　特別利益の主なもの

投資有価証券売却益

（千円）

26,248

（千円）

－

（千円）

26,248

注３　特別損失の主なもの

役員退職功労加算金

（千円）

25,020

（千円）

－

（千円）

25,020

　４　減価償却実施額

有形固定資産

（千円）

67,292

（千円）

66,118

（千円）

143,815
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 5,850 － － 5,850

合計 5,850 － － 5,850

自己株式

普通株式 550 － － 550

合計 550 － － 550

２．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７月26日

定時株主総会
普通株式 47,691 9 平成18年４月30日 平成18年７月26日

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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月14日

取締役会
普通株式 47,691  利益剰余金 9 平成18年10月31日 平成19年１月５日
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当中間会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 5,850 － － 5,850

合計 5,850 － － 5,850

自己株式

普通株式（注） 550 15 － 565

合計 550 15 － 565

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加15千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 

２．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14日

取締役会
普通株式 47,691 9 平成19年４月30日 平成19年７月11日

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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月13日

取締役会
普通株式 42,272  利益剰余金 8 平成19年10月31日 平成20年１月７日
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前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

発行済株式

普通株式 5,850 － － 5,850

合計 5,850 － － 5,850

自己株式

普通株式 550 － － 550

合計 550 － － 550

２．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７月26日

定時株主総会
普通株式 47,691 9 平成18年４月30日 平成18年７月27日

平成18年12月14日

取締役会
普通株式 47,691 9 平成18年10月31日 平成19年１月５日

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月14日

取締役会
普通株式 47,691  利益剰余金 9 平成19年４月30日 平成19年７月11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５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

（注）現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（注）現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（注）現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成18年10月31日現在） （平成19年10月31日現在） （平成19年４月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 785,270

流動資産「その他」(有価証

券)
43,311

現金及び現金同等物 828,581

 （千円）

現金及び預金勘定 867,827

流動資産「その他」(有価証

券)
143,537

現金及び現金同等物 1,011,365

 （千円）

現金及び預金勘定 878,317

流動資産「その他」(有価証

券)
43,369

現金及び現金同等物 921,686
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

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

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

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

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

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

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

（有形固定資
産）その他

26,964 11,397 15,567

無形固定資産 11,646 5,054 6,591

合計 38,610 16,451 22,158

 

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)

（有形固定資
産）その他

24,516 14,301 10,215

無形固定資産 10,284 5,999 4,285

合計 34,800 20,300 14,500

 

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)

（有形固定資
産）その他

26,964 14,093 12,870

無形固定資産 11,646 6,219 5,426

合計 38,610 20,312 18,297

（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。

同　　　左 （注）取得価額相当額は、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。

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 ２．未経過リース料中間期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額 　　未経過リース料中間期末残高相当額 　　未経過リース料期末残高相当額

 （千円）

１年内 7,658

１年超 14,500

合計 22,158

 （千円）

１年内 6,960

１年超 7,540

合計 14,500

 （千円）

１年内 7,277

１年超 11,020

合計 18,297

（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。

同　　　左 （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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

 （千円）

支払リース料 4,536

減価償却費相当額 4,536

 （千円）

支払リース料 3,797

減価償却費相当額 3,797

 （千円）

支払リース料 8,397

減価償却費相当額 8,397

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

同　　　左

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　　左

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

（減損損失について） 

同　　　左

（減損損失について）  

同　　　左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年10月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 6,285 39,360 33,075

その他 498,204 501,307 3,103

合計 504,489 540,667 36,178

　（注）　有価証券の減損処理に関しては、中間会計期間末において時価が取得原価に比べて30％～50％の範囲で２年間

経過した場合、あるいは、中間会計期間末の直前１ヶ月の平均時価が取得原価の50％以下の場合に減損処理を

行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

フリー・ファイナンシャル・ファンド 43,311

当中間会計期間末（平成19年10月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 6,285 28,623 22,338

その他 397,644 368,200 △29,443

合計 403,929 396,823 △7,105

　（注）　有価証券の減損処理に関しては、中間会計期間末において時価が取得原価に比べて30％～50％の範囲で２年間

経過した場合、あるいは、中間会計期間末の直前１ヶ月の平均時価が取得原価の50％以下の場合に減損処理を

行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

フリー・ファイナンシャル・ファンド 143,537
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前事業年度末（平成19年４月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 6,285 32,256 25,971

その他 398,204 381,551 △16,652

合計 404,489 413,807 9,318

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

フリー・ファイナンシャル・ファンド 43,369

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）、当中間会計期間（自　平成19年５月１日　

至　平成19年10月31日）及び前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので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５月１日　至　平成18年10月31日）、当中間会計期間（自　平成19年５月１日　

至　平成19年10月31日）及び前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）、当中間会計期間（自　平成19年５月１日　

至　平成19年10月31日）及び前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１株当たり純資産額

   641円97銭

１株当たり純資産額

      629円61銭

１株当たり純資産額

    635円76銭

１株当たり中間純利益金額

  6円59銭

１株当たり中間純利益金額

   4円35銭

１株当たり当期純利益金額

  12円41銭

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。

同　　　左 　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間末
（平成18年10月31日）

当中間会計期間末
（平成19年10月31日）

前事業年度末
（平成19年４月30日）

純資産の部の合計額（千円） 3,401,826 3,326,898 3,368,941

純資産の部の合計額から控除する金

額（千円）
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（千円）
3,401,826 3,326,898 3,368,941

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式

の数（千株）

5,299 5,284 5,299

　（注）２．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

　中間（当期）純利益（千円） 34,924 23,023 65,767

　普通株主に帰属しない金額

　（千円）
－ － －

　（うち利益処分による役員賞与

金）
(－) (－) (－)

　普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円）
34,924 23,023 65,767

　期中平均株式数（千株） 5,299 5,297 5,299

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　生産実績を用途別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：kg）

区分
（用途別）

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

重量 構成比（％） 重量 構成比（％） 重量 構成比（％）

食品 1,088,512 80.5 1,100,195 75.8 2,164,086 77.6

非食品 263,534 19.5 351,485 24.2 623,147 22.4

合計 1,352,046 100.0 1,451,680 100.0 2,787,234 100.0

(2）受注状況

　受注状況を用途別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

区分
（用途別）

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

 製品       

　 食品 943,289 73,034 951,770 63,856 1,871,674 42,529

　 非食品 210,479 29,444 233,867 34,473 451,438 29,690

 製品合計 1,153,769 102,478 1,185,638 98,330 2,323,113 72,220

商品 96,914 4,527 136,962 7,113 189,754 5,334

合計 1,250,683 107,006 1,322,600 105,443 2,512,867 77,555

　（注）　上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　販売実績を用途別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

区分
（用途別）

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

 製品       

　 食品 925,699 74.9 930,443 71.9 1,884,588 74.6

　 非食品 211,671 17.1 229,084 17.7 452,384 17.9

 製品合計 1,137,371 92.0 1,159,528 89.6 2,336,973 92.5

商品 98,234 8.0 135,183 10.4 190,266 7.5

合計 1,235,605 100.0 1,294,712 100.0 2,527,239 100.0

　（注）　上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。
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