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（百万円未満切捨て） 
１．19年12月中間期の業績（平成19年７月１日～平成19年12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12月中間期 
18年12月中間期 

2,448   6.8 
2,292  19.1 

385   △0.8 
388    24.5 

377   △7.4  
407    26.3  

232    △3.6 
240     15.6 

19年６月期 4,634  11.0 686     6.8 708     8.6  402      8.2 
 

 
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12月中間期 
18年12月中間期 

205    64 
213    28 

－  －
－  －

19年６月期 356    25 －  －
(参考) 持分法投資損益 19年12月中間期△24百万円 18年12月中間期0百万円 19年６月期△66百万円 
 
(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12月中間期 
18年12月中間期 

5,632 
4,869 

3,911
3,531

69.4 
72.5 

3,464  25 
3,127  48 

19年６月期 5,459 3,693 67.6 3,270  80 

(参考) 自己資本 19年12月中間期 3,911百万円 18年12月中間期 3,531百万円 19年６月期 3,693百万円 
 
(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12月中間期 
18年12月中間期 

363
214

△237
△227

△ 23 
△320 

887
740

19年６月期 377 △713 61 802

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 

  円  銭  円  銭  円  銭  円   銭  円  銭

19年６月期 － － － － － － 10 00 10 00

20年６月期 － － － －    
20  00 20年６月期（予想）   － － 20 00

 
３．20年６月期の業績予想（平成19年７月１日～平成20年６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 4,946   6.7 694  1.2 703  △0.7 349  △13.1 264  08

（注）平成20年６月期の予想１株当たり当期純利益は、公募予定株式数（195,000株）を含めた予定期末発行済株式数
1,355,000株（潜在株式は考慮しない）から自己株式30,860株を控除した、1,324,140株により算出しております。
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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、21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12月中間期1,160,000株 18年12月中間期1,160,000株 19年６月期1,160,000株 
② 期末自己株式数           

19年12月中間期30,860株 18年12月中間期30,860株 19年６月期30,860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、31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直しであり、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。 
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１．経営成績 

 (1) 経営成績に関する分析 

  ① 当期の経営成績 

    当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加など緩やかな回復基調をたどりま

した。しかしながら個人消費については概ね横ばいであり、一方で原油価格の高騰や米国のサブプライムロー

ン問題に端を発する金融環境の悪化など景気動向に不透明感が増し、先行きについては必ずしも楽観できない

状況を呈してまいりました。 

    このような経済環境のもと、当社を取り巻く事業環境は、自動車業界において国内の新車販売台数は引続き

伸び悩んでおりますが、アジアを中心とした自動車需要を背景に世界生産台数は高水準を堅持しております。

また、自動車の駆動伝達機構やエンジン機構において省エネルギーを促進する開発が業界全体で進展しており

ます。電機・電子機器業界においては、電装化が進展する自動車業界向け電子部品等の供給が堅調に推移して

おります。一方、デジタル家電の薄型テレビやカメラ等の販売も大幅に増加いたしました。 

当社はドライルーブ事業に経営資源を集中し、ドライルーブ製品採用顧客の拡充や既取引先製品における採

用部品数の深耕を図ってまいりました。特にドライルーブ製品の自動車機器への採用頻度が高まっており、自

動車機器メーカーからのドライルーブ製品のコーティング加工が大幅に増進いたしました。 

以上の結果、当中間会計期間の業績は、売上高は2,448百万円（前年同期比155百万円増、6.8％増）となり

ました。一方、損益面ではＩＴセキュリティ強化のためのシステムの投資費用、上場関連費用の支出、並びに

営業・管理人員の増強に伴う販売費及び一般管理費の増加などにより、営業利益は385百万円（前年同期比３

百万円減、0.8％減）となりました。また、保有外貨の為替評価差損が発生したことなどにより、経常利益は

377百万円（前年同期比30百万円減、7.4％減）、中間純利益は232百万円（前年同期比８百万円減、3.6％減）

となりました。 

 

  ② 通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、景気減速懸念が生じ不透明感が増しておりますが、産業界の技術革新の潮流

は変わらず、あらゆる産業機器のメカニズムにおいて環境保全・省エネルギー化・軽量化・高機能化などの要

求は高まっております。かかる中で当社を取り巻く事業環境は当事業年度において大幅な変化はないとみてお

ります。 

以上により、平成20年６月期の期末業績見通しにつきましては、売上高4,946百万円（前年同期比312百万円

増、6.7％増）を予定しております。また、営業利益694百万円（前年同期比8百万円増、1.2％増）、経常利益

703百万円（前年同期比５百万円減、0.7％減）、当期純利益349百万円前年同期比53百万円減、13.1％減）を

予定しております。 

 

 (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総資産は、前事業年度末に比べ172百万円増加し、5,632百万円となりました。 

流動資産は現金及び預金の増加84百万円、たな卸資産の増加24百万円などにより前事業年度末と比べ145百

万円増加し、2,077百万円となりました。固定資産は有形固定資産の増加27百万円などにより前事業年度末と

比べ27百万円増加し、3,555百万円となりました。 

負債の部では、流動負債は未払金の減少100百万円、一年以内返済の長期借入金の減少10百万円などにより、

前事業年度末と比べ46百万円減少し、1,077百万円となりました。 

固定負債は、643百万円と前事業年度末と比べ増減はありませんでした。 

純資産の部では、利益剰余金の増加220百万円などにより、前事業年度末と比べ218百万円増加し、3,911百

万円となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ84百万円増加し、887百万円となり

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した。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益382百万円、減価償却費

107百万円、たな卸資産の増加額24百万円、仕入債務の増加額69百万円などにより363百万円（前年同期比149

百万円増）の収入となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における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による支出237百万円

などにより、237百万円（前年同期比10百万円増）の支出となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による減少額10百万円、

および配当金の支払額11百万円などにより23百万円（前年同期比297百万円減）の支出となりました。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針の及び当期の配当 

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としております。 

内部留保資金につきましては、企業体質の強化及び設備投資等のために有効活用し、今後も事業の拡大に努

めてまいる所存であります。 

毎事業年度における配当の回数につきましては、定時株主総会決議による１回もしくは取締役会決議による

中間配当も含めた２回を基本的な方針としております。今後につきましても、株主に対する利益還元を経営の

重要な政策と位置づけ、利益の状況や将来の事業展開などを総合的に判断しながら、配当による利益還元を

行っていく予定であります。 

当期は、１株当たり普通配当20円を予定しております。内部留保資金につきましては、生産設備増強のため、

設備資金に充当するとともに、研究開発活動に活用し、経営基盤の強化と今後の事業拡大に努める所存であり

ます。 

 

(4) 事業等のリスク 

     当社の経営成績、財政状態及びキャッシュ・フロー等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のよう

なものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当中間会計期間末（平成19年12月31日）現在において当社が判断

したものであり、事業のリスクはこれらに限られるものであります。 

 

① 特定業界への依存について 

当社の売上高において、自動車機器メーカーである日本ワイパブレード㈱、㈱ケーヒン及び自動車機器の

商社である伊藤電機㈱の３社が占める比率が高く、これらを含む自動車関連業界への売上比率は合計で約

70％と高率であり、自動車業界の生産高並びに１台当たりのコーティング加工の採用点数（額）の影響を大

きく受けます。世界的に自動車生産が停滞した場合、特に国内自動車メーカーの生産が落ち込んだ場合や１

台当たりの採用点数（額）が減少した場合、当社の財政状態及び経営成績に大きな影響を及ぼすおそれがあ

ります。 

 

② 販売価格について 

当社の主要顧客である自動車機器メーカー、電機・電子機器メーカー等の業界は、価格競争が激しい業界

であり、ライフサイクルが長い製品の場合、不定期ではありますが販売価格が低減する可能性があります。 

このような事態に対処するために、当社では生産・加工ラインの合理化または自動化による原価低減に努

め、また、新規顧客の開拓、新製品の市場投入などの営業施策を実施していますが、原価低減を上回る販売

価格の低減、あるいは新規顧客の開拓、新製品の市場投入が遅れた場合には、当社の財政状態及び経営成績

に影響を及ぼすおそれがあります。 
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③ ドライルーブ製品、ドライルーブ製品のコーティング加工の品質について 

当社では、顧客に提供するドライルーブ製品及びドライルーブ製品のコーティング加工を、高品質で安定

的に供給及び提供するために、継続的に生産技術や生産・加工設備の改善を進めております。またISO9001

認証取得会社として、品質マネジメントシステムの品質方針に基づいた品質目標を設定し定常的なレビュー

を行うなど、品質管理に万全を期して取組んでおります。なお、コーティング加工工程においては、一部外

注先を活用しておりますが、その場合には品質・納期等が当社の要求水準に達していることを確認し、品質

管理を行っております。 

当社においては、過去に損害賠償責任を問われるような事態が発生したことはありませんが、将来に亘り

当社の製品に欠陥・不良が全く生じないという保証はありません。また、今後発売する新製品に、予期せぬ

不具合が発生する可能性を完全に否定できるものでもありません。仮に欠陥が認められ、当社製品採用先の

生産活動に著しい支障が出た場合は、当社への信任と社会的信用が失墜し、当社の財政状態及び経営成績に

影響を及ぼすおそれがあります。 

 

④ 顧客の要望、市場のニーズへの対応について 

当社の主要顧客である自動車機器メーカー業界及び電機・電子機器メーカー業界は、技術革新が顕著な業

界であり、当社に日常的に新製品の開発依頼があります。当社は、これらの依頼に応じて新製品の開発を

行っており、最近では当社単独で特許申請を行うケースや共同で特許申請するケースが増えております。 

当社では顧客の要望、市場のニーズに対応すべく新製品の開発能力を強化するために研究スタッフの増員、

研究設備の充実を図っておりますが、主要顧客からの開発依頼に対応できない状態が継続すると、当社製品

が他社製品に代替され、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすおそれがあります。 

 

⑤ 原材料の市況変動について 

当社が製造するドライルーブ製品の主要な原材料であるフッ素樹脂・有機溶剤等の石油化学関連製品は、

市況の影響を受けます。当社は、同製品の仕入価格が当社計画で想定した範囲内で高騰したものの内部努力

により売上総利益の減少を補うことができなかった場合、また、仕入価格が当社計画で想定した以上に高騰

しドライルーブ製品及びコーティング加工価格への転嫁を余儀なくされたものの転嫁することができなかっ

た場合、当社の財政状態及び経営成績に大きな影響を及ぼすおそれがあります。 

 

⑥ 知的財産権について 

当社は事業活動のなかで、当社所有の知的財産を使用しております。また、研究開発を進めるなかでは、

他社(者)特許権等を充分に照会･確認して新たな特許の申請を行っております。 

過去において、当社事業に対する訴訟は提起されておりませんが、当社の知的財産権に対する他社の侵害 

並びに第三者との知的財産権をめぐる係争が発生した場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすお

それがあります。 

 

⑦ 環境規制について 

当社の生産拠点から排出されるものとして、工業排水、工業排気があります。どちらも所轄官庁に定期的

に報告しなければならない量には至っていませんが、それぞれ専用処理設備を設置し、自動的あるいは定期

的に監視し、環境基準値を遵守しております。また、生産設備の維持、修繕をする際に油類を使用しており

ますが、油類の廃棄は認可された専門業者に委託しております。その他の産業廃棄物も同様に認可された専

門業者に委託しております。 

今後、環境等に関する新たな国内外の法的規制等が制定・強化される可能性がありますが、これら法規制

への対応のために、新たな費用負担等が生じる可能性があります。この負担が多額となった場合は、当社の

財政状態及び経営成績に影響を及ぼすおそれがあります。 

 

⑧ 中国の関連会社について 

広東省の中山市三民金属処理有限公司（ 合弁相手会社名：三民金属処理有限公司、所在地： FLAT/RM C 

19F Lucky Plaza 315-321 Lockhart RD Wanchai Hong Kong 、資本金：HK$10,000 、代表者：廖 徳 貴 ）

（当社株式保有率26.2％）は、平成８年４月に設立され、主に広東省に進出している日系の電子機器業界を
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主要顧客として、ドライルーブのコーティング加工と金属表面硬化処理の事業を行っております。 

また、江蘇省の昆山三民塗頼電子材料技術有限公司（合弁相手会社名：香港三和金属処理有限公司、所在

地： FLAT/RM C 19F Lucky Plaza 315-321 Lockhart RD Wanchai Hong Kong 、資本金：HK$10,000 、代表

者：廖 徳 貴 ）（当社株式保有率50％）は、平成16年８月に設立され、主に江蘇省に進出している日系の

電子機器業界を主要顧客として、ドライルーブのコーティング加工と金属表面硬化処理の事業を行っており

ます。 

今後、現地における予期しない法令または規制などの変更、不利な政治または経済要因等により経営不振

に陥った場合、あるいは為替等の要因により現地資産の価値がなくなった場合は、当社の財政状態及び経営

成績に影響を及ぼすおそれがあります。 

 

⑨ 法的規制等について 

当社が関連会社に輸出しているドライルーブ製品については、外国為替及び外国貿易法等における輸出規

制対象物となっており、輸出地域、輸出貨物の用途、需要者の各要件に拠り、経済産業大臣の許可が必要と

なっております（いわゆる「キャッチオール規制」）。 

今後、新たな国内外の法的規制等が強化・変更が生じた場合には、新たな費用負担等が生じる可能性があ

ります。この負担が多額となった場合は、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすおそれがあります。 

 

⑩ 新規事業について 

当社はドライルーブ事業以外に、新規にその他事業として樹脂やオイル等の素材にナノサイズの炭素原子

を均一に分散させる方法を研究し、ＩＭＣ製品を市場に投入しております。新規製品であることから開発期

間の長期化や作業量の増大等、事業が計画どおりに進行しない事態も想定され、その場合投資が先行し、売

上・利益が予算から乖離する可能性があります。予算から下方向に乖離した場合、当社の財政状態及び経営

成績に影響を及ぼすおそれがあります。 

 

⑪ 自然災害、事故等のリスク 

当社は、構造物の耐震補強、防火訓練などにより自然災害、事故などの発生に備えていますが、自然災害

や事故により、ドライルーブ製品の生産拠点である神奈川事業部が生産不能となった場合、他の事業部が神

奈川事業部のドライルーブ製品生産の補完ができないため、復旧までの期間すべての生産拠点で生産不能と

なり、当社の経営成績に大きな影響を及ぼすおそれがあります。 

当社のコーティング加工は、神奈川・愛知・群馬事業部３拠点の設備で行っております。これらの３拠点

のうち１ヶ所に自然災害、事故などが発生し、加工不能となった場合、他の拠点設備で補完することは可能

でありますが、特殊な設備での加工は復旧までの期間中断することとなり、当社の財政状態及び経営成績に

影響を及ぼすおそれがあります。 

 

⑫ 人材補強について 

当社は、中長期経営計画の人員計画に沿って人材の補強を行っております。業容拡大に見合った適正人員

の配置(＝新規採用／増員)が計画どおりに進まない場合は、製造部門で業務遂行に支障が生ずることになり

ます。よって人材補強の遅延は、当社の業務運営に影響を及ぼすおそれがあります。 

 

⑬ ストック・オプションについて  

当社は取締役、監査役及び従業員に対して、業績向上や士気を高めることを目的として新株予約権（以下

｢ストック・オプション｣）を付与しており、中間期末日現在、ストック・オプションによる潜在株式数は

26,700株であり、発行済株式数1,160,000株の2.3％に相当しております。これらのストック・オプションの

行使請求期間は平成20年２月18日から平成25年２月17日までとなっております。 

当該ストック・オプションが行使された場合、当社の１株当たりの株式価値は希薄化します。また、株式

の上場後の株価次第では、短期的な需給バランスの変動が生じ、当社の株価形成に影響を及ぼすおそれがあ

ります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（東洋ドライルーブ株式会社）及び関連会社４社により

構成されており、ドライルーブ製品の製造販売及びドライルーブ製品の自動車機器、電気・電子機器の駆動伝

達部等へのコーティング加工並びにドライルーブ製品のコーティング加工法の技術指導を主たる業務としてお

ります。 

また、当社グループではその他事業として、高荷重耐久性、耐衝撃性の向上、また、電子の移動速度を向上

させて放送機器等の音質や画質を向上させる機能を有するＩＭＣ製品（Impedance Matching Coreの頭文字を

とった略称で、電気的整合をはかる素材のことです。）の製造販売を行っております。 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

国内においては、当社がドライルーブ製品の製造販売、ドライルーブ製品のコーティング加工、ドライルー

ブ製品のコーティング加工法の技術指導、ＩＭＣ製品の製造販売を行い、海外（中国）においては関連会社中

山市三民金属処理有限公司及び昆山三民塗頼電子材料技術有限公司がドライルーブ製品のコーティング加工を

行っております。 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注）上記のほか、 関連会社である日本ケミカルコート株式会社は医療機器及び化学機器に対するテフロンコーテイ

ング加工を事業としております。 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

       当社は摩擦により発生するエネルギーのロスを減少させ、摩耗による性能の低下を防止するなど摩擦摩耗に

よるロスを削減し、省エネルギー、耐久寿命の向上などを通じて社会に貢献することを使命としており、その

ために摩擦を緩和する、あるいは摩耗を防止するなどの機能を有するコーティング被膜を開発しております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

   当社は、収益を確保し会社の永続的な発展を図るために、売上総利益率を常に意識した経営を行っておりま

す。また、研究開発体制の整備と生産能力の増強のため設備投資の先行投資が必要であり、そのために財務体

質の強化を図り、自己資本比率の向上に努めてまいります。  

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

新製品を創出し、顧客満足度を向上することにより、当社のさらなる飛躍を目指してまいります。 

具体的には以下の点について強化を図ってまいります。 

 

① 業容拡大に対応した設備投資並びに人材投入により、開発、生産・加工体制及び社内管理体制を充実さ

せてまいります。 

取引先への精緻な対応、新製品の開発、生産技術の向上、新規市場の開拓、取引先から信頼される管理

体制等を構築することにより、強固な経営体制の構築を図ります。 

② その他事業のＩＭＣ製品にかかる事業戦略を推進し、期待成果を可及的速やかに具現化させます。 

将来の収益の柱として、期待のかかる当該事業の確立の早期実現を図ります。 

③ 顧客・市場のグローバル化の進展に迅速に対応できるよう、中国関連会社等における対応力の強化を図

ります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

現在の技術革新の潮流の中では、あらゆる産業機器のメカニズムにおいて環境保全・省エネルギー化・軽量

化・高機能化などの要求が高まっており、特にその傾向は当社の主要顧客である自動車機器メーカー業界にお

いて顕著であります。 

このような状況下で安定的な収益を確保するために、当社といたしましては、引き続き顧客の立場に立って、

そのニーズに応える各種製品を開発し、品質と安定供給に強く意を用いることが重要であると考えており、特

に下記の４点を重要課題として取り組んでおります。 

 

① コーティング加工設備の拡充 

当社のドライルーブ製品のコーティング加工は、神奈川工場、群馬工場、愛知工場の３工場の設備で

行っております。市場の安定的な拡大見通し及び当社顧客からの受注増加を見据えて、各工場の加工工程

の自動化を進め、また、自社考案の高効率コーティング加工機や装置等を導入するなど、加工設備を増

設・増強してまいります。 

当社は、今後の市場の多様化を視野に入れ、引続き新ドライルーブ製品開発の推進、営業人員の増加に

よる営業活動の強化と併せて、受注量拡大に備えた次期設備についての検討も並行して推し進め、加工体

制を強化してまいります。 

 

② 取引基盤・収益基盤の拡大 

当社では、これまで培った固体被膜潤滑剤に分類されるドライルーブ製品の設計・開発・生産技術力を

もとに、顧客要望に速やかに対応できる開発・生産・加工の一貫体制で臨んでまいりました。今後とも、

既存製品の改良、新製品の開発を行うことによって、顧客の品質基準を満たす製品を安定的に供給し、取

引基盤と収益基盤を一層強固なものにしてまいります。 

海外では、製造業各社の中国進出を踏まえ、中国広東省中山市に続き、江蘇省昆山市においても関連会

社の工場が竣工し、営業人員等も配置しました。昆山三民塗頼電子材料技術有限公司の操業を早期に軌道
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に乗せ、中国に進出した日系製造業等に対し日本国内と同品質のコーティング加工を安定的に供給する事

業を展開してまいります。 

 

③ その他部門の事業化 

    当社では、ドライルーブ事業とその他事業があり、その他事業としてＩＭＣ製品の製造販売を行ってお

ります。 

    ＩＭＣ製品機能の有効性については外部研究機関で評価を得ており、当社では、同製品の商業化・量産

化を促進し、ドライルーブ事業と並ぶ第二の事業の柱としていく計画であり、その他部門の早期事業化を

推し進めてまいります。 

 

④ 事業拡大に向けた人材の確保・育成 

     当社の事業は、研究開発スタッフと製造・加工・品質管理スタッフが連携をとり、既存製品の改良、新

製品・新技術の開発を継続して進めていくことにより、新需要・新顧客・新市場の創出が可能となります。

当社が推進する提案型・共同開発型の営業は、専門的な知識・経験を有する技術者が行っております。ま

た、事業の拡大を見据えて内部統制機能を強化するための人材を管理部門に配置しております。 

当社では、今後の事業の成長・拡大に向けて、優秀な人材の確保及び育成が必須であると考えており、

業容の拡大に見合った適正人員を配置するために、継続的に人材の確保・育成を進めてまいります。 

 

 

(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．中間財務諸表等 

(1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年６月30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 ※2 946,632 1,093,626  1,008,810 

２．受取手形  103,949 73,821  125,559 

３．売掛金  622,123 724,006  639,211 

４．たな卸資産  101,636 154,391  129,607 

５．繰延税金資産  23,002 21,700  22,993 

６．その他  14,599 9,745  10,181 

貸倒引当金  △4,656 △95  △4,551 

流動資産合計   1,807,286 37.1 2,077,197 36.9  1,931,811 35.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1,2    

(1)建物  888,713 836,631  859,834 

(2)機械及び装置  422,760 564,539  517,771 

(3)工具器具備品  18,922 27,752  21,618 

(4)土地  830,108 1,225,144  1,225,144 

(5)その他  58,676 41,332  43,328 

有形固定資産合計  2,219,182 2,695,401  2,667,697 

２．無形固定資産  15,371 12,444  13,514 

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券  30,972 27,499  31,814 

(2)関係会社株式  5,050 5,050  5,050 

(3)関係会社出資金  693,550 693,550  693,550 

(4)出資金  10 10  10 

(5)保険積立金  43,750 48,614  48,566 

(6)差入保証金  6,373 6,261  6,480 

(7)繰延税金資産  47,421 61,346  55,480 

(8)その他  509 5,292  5,962 

投資その他の資産合計  827,636 847,613  846,914 

固定資産合計   3,062,191 62.9 3,555,460 63.1 

 

3,528,126 64.6

資産合計   4,869,477 100.0 5,632,657 100.0 5,459,938 100.0
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前中間会計期間末 
（平成18年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年６月30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．支払手形  － 14,860  － 

２．買掛金 ※2 324,381 365,061  310,633 

３．１年以内返済予定の長
期借入金 

※2 20,000 10,000  20,000 

４．１年以内償還予定の社
債 

 － 400,000  400,000 

５．未払金  87,217 32,062  132,471 

６．未払費用  49,416 31,661  30,449 

７．未払法人税等  168,147 170,384  177,743 

８．未払消費税等  8,394 15,602  5,231 

９．預り金  20,184 18,299  29,378 

10．賞与引当金  18,062 19,325  17,798 

流動負債合計   695,804 14.3 1,077,257 19.1  1,123,707 20.6

Ⅱ 固定負債     

１．社債  400,000 400,000  400,000 

２．長期借入金 ※2 10,000 －  － 

３．長期未払金  － 141,370  － 

４．退職給付引当金  99,925 102,403  101,671 

５．役員退職慰労引当金  132,380 －  141,370 

固定負債合計   642,305 13.2 643,773 11.5  643,041 11.8

負債合計   1,338,110 27.5 1,721,031 30.6  1,766,748 32.4
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前中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年６月30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
（％）

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   150,000 3.1 150,000 2.6  150,000 2.7

２．資本剰余金     

(1)資本準備金  102,000 102,000  102,000 

(2)その他資本剰余金  133,000 133,000  133,000 

資本剰余金合計   235,000 4.8 235,000 4.2  235,000 4.3

３．利益剰余金     

(1)利益準備金  13,000 13,000  13,000 

(2)その他利益剰余金     

特別償却準備金  32,434 23,333  23,333 

固定資産圧縮積立金  18,871 25,181  25,181 

別途積立金  2,400,000 2,400,000  2,400,000 

繰越利益剰余金  684,867 1,070,001  849,091 

利益剰余金合計   3,149,173 64.6 3,531,517 62.7  3,310,607 60.6

４．自己株式   △11,418 △0.2 △11,418 △0.2  △11,418 △0.2

株主資本合計   3,522,755 72.3 3,905,099 69.3  3,684,188 67.4

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差
額金 

  8,612 0.2 6,526 0.1  9,000 0.2

評価・換算差額等合計   8,612 0.2 6,526 0.1  9,000 0.2

純資産合計   3,531,367 72.5 3,911,625 69.4  3,693,189 67.6

負債純資産合計   4,869,477 100.0 5,632,657 100.0  5,459,938 100.0
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（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
 至 平成18年12月31日）

当中間会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30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  2,292,996 100.0 2,448,713 100.0  4,634,054 100.0

Ⅱ 売上原価  1,588,650 69.3 1,703,085 69.6  3,241,013 69.9

売上総利益  704,346 30.7 745,628 30.4  1,393,040 30.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  315,455 13.8 360,484 14.7  706,565 15.3

営業利益  388,890 17.0 385,143 15.7  686,475 14.8

Ⅳ 営業外収益 ※1 22,054 1.0 17,612 0.7  34,679 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※2 3,335 0.1 25,287 1.0  12,406 0.3

経常利益  407,607 17.8 377,469 15.4  708,748 15.3

Ⅵ 特別利益 ※3 224 0.0 5,422 0.2  33,081 0.7

Ⅶ 特別損失  － 365 0.0  －

税引前中間（当期）純利益  407,833 17.8 382,526 15.6  741,829 16.0

法人税、住民税及び事業税  174,085 153,220  354,961 

法人税等調整額  △7,070 167,014 7.3 △2,895 150,324 6.1 △15,384 339,577 7.3

中間（当期）純利益  240,818 10.5 232,201 9.5  402,251 8.7
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（３）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式
株主資本合

計 資本準備
金 

その他資
本剰余金 

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 特別償却
準備金 

固定資産
圧縮積立
金 

別途積立金
繰越利益
剰余金 

平成18年６月30日
残高（千円） 

150,000 102,000 133,000 235,000 13,000 32,434 18,871 2,400,000 453,082 2,917,388 △11,418 3,290,970

中間会計期間中の
変動額 

    

剰余金の配当    △9,033 △9,033 △9,033

中間純利益    240,818 240,818 240,818

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） 

－ － － － － － － － 231,785 231,785 － 231,785

平成18年12月31日 
残高（千円） 

150,000 102,000 133,000 235,000 13,000 32,434 18,871 2,400,000 684,867 3,149,173 △11,418 3,522,755

 

 

 

 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

評価・換算差額等
合計 

平成18年６月30日 
残高（千円） 

10,589 10,589 3,301,559

中間会計期間中の
変動額 

 

剰余金の配当  △9,033

中間純利益  240,818

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
（純額） 

△1,977 △1,977 △1,977

中間会計期間中の
変動額合計 
（千円） 

△1,977 △1,977 229,807

平成18年12月31日 
残高（千円） 

8,612 8,612 3,531,367
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当中間会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式
株主資本合

計 資本準備
金 

その他資
本剰余金 

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 
特別償
却準備
金 

固定資
産圧縮
積立金

別途積立金
繰越利益剰

余金 

平成19年６月30日 
残高（千円） 

150,000 102,000 133,000 235,000 13,000 23,333 25,181 2,400,000 849,091 3,310,607 △11,418 3,684,188

中間会計期間中の
変動額 

     

剰余金の配当    △11,291 △11,291 △11,291

中間純利益    232,201 232,201 232,201

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） 

－ － － － － － － － 220,910 220,910 － 220,910

平成19年12月31日 
残高（千円） 

150,000 102,000 133,000 235,000 13,000 23,333 25,181 2,400,000 1,070,001 3,531,517 △11,418 3,905,099

 

 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

評価・換算差額等
合計 

平成19年６月30日 
残高（千円） 

9,000 9,000 3,693,189

中間会計期間中の
変動額 

 

剰余金の配当  △11,291

中間純利益  232,201

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
（純額） 

△2,474 △2,474 △2,474

中間会計期間中の
変動額合計 
（千円） 

△2,474 △2,474 218,436

平成19年12月31日 
残高（千円） 

6,526 6,526 3,911,625
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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７月１日 至 平成19年６月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式
株主資本合

計 資本準備
金 

その他資
本剰余金 

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 特別償却
準備金 

固定資
産圧縮
積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金 

平成18年６月30
日 残高（千
円） 

150,000 102,000 133,000 235,000 13,000 32,434 18,871 2,400,000 453,082 2,917,388 △11,418 3,290,970

事業年度中の変
動額 

     

剰余金の配当    △9,033 △9,033 △9,033

当期純利益    402,251 402,251 402,251

特別償却準備
金の取崩 

   △9,100 9,100  

固定資産圧縮
積立金の積立 

   6,310 △6,310  

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） 

－ － － － － △9,100 6,310 － 396,008 393,218 － 393,218

平成19年６月30
日 残高（千
円） 

150,000 102,000 133,000 235,000 13,000 23,333 25,181 2,400,000 849,091 3,310,607 △11,418 3,684,188

 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

評価・換算差額等
合計 

平成18年６月30
日 残高（千
円） 

10,589 10,589 3,301,559

事業年度中の変
動額 

 

剰余金の配当  △9,033

当期純利益  402,251

特別償却準備
金の取崩 

 

固定資産圧縮
積立金の積立 

 

株主資本以外
の項目の事業
年度中の変動
額（純額） 

△1,589 △1,589 △1,589

事業年度中の変
動額合計（千
円） 

△1,589 △1,589 391,629

平成19年６月30
日 残高（千
円） 

9,000 9,000 3,693,189
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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７月１日 
至平成18年12月31日）

当中間会計期間 
(自平成19年７月１日 
至平成19年12月31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７月１日 
至平成19年６月30日)

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純利益  407,833 382,526 741,829 

減価償却費  79,717 107,408 181,767 

貸倒引当金の減少額  △224 △4,455 △329 

賞与引当金の増加額（△減少額）  △378 1,526 △642 

役員賞与引当金の減少額  △37,000 － △37,000 

退職給付引当金の増加額  5,594 732 7,340 

役員退職慰労引当金の増加額（△
減少額） 

 8,990 △141,370 17,980 

受取利息及び受取配当金  △758 △1,887 △2,231 

支払利息及び社債利息  2,141 4,745 3,440 

為替差損益（△差益）  △3,598 17,297 △6,057 

固定資産除却損  － 365 － 

固定資産売却益  － － △32,752 

投資有価証券売却益  － △966 － 

売上債権の減少額（△増加額）  61,145 △33,057 22,447 

たな卸資産の減少額（△増加額）  15,018 △24,784 △12,952 

その他流動資産の減少額（△増加
額） 

 △12,466 282 △8,000 

仕入債務の増加額（△減少額）  △89 69,289 △13,837 

未払消費税の増加額（△減少額）  △43,190 10,370 △46,353 

未払費用の増加額（△減少額）  5,798 1,175 △13,358 

未払金の増加額（△減少額）  2,061 4,930 7,251 

長期未払金の増加額  － 141,370 － 

その他流動負債の減少額  △28,631 △11,079 △19,437 

その他  △876 1,080 6,295 

小計  461,085 525,499 795,400 

利息及び配当金の受取額  930 1,985 2,306 

利息の支払額  △3,037 △4,665 △4,130 

法人税等の支払額  △244,965 △159,562 △415,670 

その他  － － △128 

営業活動によるキャッシュ・フロー  214,013 363,256 377,776 
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前中間会計期間 

(自平成18年７月１日 
至平成18年12月31日）

当中間会計期間 
(自平成19年７月１日 
至平成19年12月31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７月１日 
至平成19年６月30日)

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △193,000 △193,000 △369,085 

定期預金の払戻しによる収入  193,000 193,000 369,084 

有形固定資産の取得による支出  △196,313 △237,925 △709,985 

有形固定資産の売却による収入  － － 38,216 

無形固定資産の取得による支出  △189 △1,150 △425 

投資有価証券の取得による支出  △878 △201 △1,069 

関係会社出資金の取得による支出  △59,360 － △59,360 

投資有価証券の売却による収入  － 1,341 － 

その他  29,421 170 18,974 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △227,319 △237,765 △713,649 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入金の返済による支出  △10,400 △10,000 △20,400 

社債の発行による収入  － － 393,467 

社債の償還による支出  △300,000 － △300,000 

配当金の支払額  △9,033 △11,291 △9,033 

その他  △1,201 △2,085 △2,382 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △320,634 △23,377 61,651 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  3,598 △17,297 6,057 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減
少額） 

 △317,035 84,816 △268,163 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,070,889 802,725 1,070,889 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

※ 740,547 887,541 802,725 
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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７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

 

(1) 有価証券 

関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

(2) 有価証券 

関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

(1)有価証券 

関連会社株式 

      同左 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 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） 

 時価のないもの 

      同左 

 (2)たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕掛品 

先入先出法による原価法 

(2)たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕掛品 

同左 

(2)たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕掛品 

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（建物附属設備

を除く）については定額法を採用

しています。 

なお、主な耐用年数は 

  建物       31～50年 

  機械及び装置    7～11年 

 

(1) 有形固定資産 

建物（建物附属設備は除く） 

イ  平成10年３月31日以前に取

得したもの 

旧定率法 

ロ  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 

ハ  平成19年４月１日以降に取

得したもの 

定額法 

建物以外 

イ  平成19年３月31日以前に取

得したもの 

旧定率法 

ロ  平成19年４月１日以降に取

得したもの 

定率法 

主な耐用年数は 

    建物      31～50年 

    機械及び装置   7～11年 

(1)有形固定資産 

     同左 

 (2)無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しています。 

(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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項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

３．繰延資産の処理方

法 

                            社債発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

４．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

回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しています。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2)賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間会計

期間の負担額を計上しています。

(3)役員賞与引当金 

  役員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額の当中間会計期間

の負担額を計上しています。 

 (4)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度における退職給付

債務の見込額に基づき当中間会計

期間末に発生している額を計上し

ています。 

(2)賞与引当金 

同左 

 

 

(3)        

 

 

 

 (4)退職給付引当金 

同左 

 

 

 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当事業年度

の負担額を計上しています。 

(3)         

 

 

 

(4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度における退職給付

債務の見込額に基づき当期末に発

生している額を計上しています。 

 (5)役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備

えるため､内規に基づく中間会計

期間末要支給額を計上していま

す。 

(5)         

 

    

(5)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備え

るため､内規に基づく期末要支給額

の100％を計上しています。 

５．リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同左 同左 

６．中間キャッシュ・

フロー計算書

（キャッシュ・フ

ロー計算書）にお

ける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３か月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

同左 同左 

７．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。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

消費税等の会計処理 

      同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年７月１日 
  至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

          

                

 

              

(固定資産の減価償却方法の変更) 

 平成19年度の法人税法の改正（「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（法人税法施工令の一部を改正す

る法律 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。 

これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。 

 

 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年７月１日 
  至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

（役員賞与引当金の計上について） 

役員の賞与の支払いに充てるため、支給見込

額を計上しておりましたが、役員報酬制度の

見直しに伴い、当中間会計期間より役員賞与

引当金の計上は行っておりません。 

(役員退職慰労引当金の計上方法) 

   平成19年7月13日開催の取締役会において役

員退職慰労金制度を廃止することを決議し、平

成19年９月25日開催の定時株主総会において、

同定時株主総会終結時までの期間に係わる役員

退職慰労金を退任時に支給することが承認可決

されました。これに伴い、取締役及び監査役に

係る役員退職慰労引当金141,370千円を長期未払

金に振替計上しております。 

（役員賞与引当金について） 

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額

を計上しておりましたが、役員報酬制度の見直

しに伴い、当事業年度より役員賞与引当金の計

上は行っておりません。 

         

                

(固定資産の減価償却方法の変更) 

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した資産については、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。 

これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。 
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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12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度末 
（平成19年６月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                   

953,106千円 

                   

1,053,116千円 

                          

1,052,864千円 

   

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

    預金(定期預金)        5,000千円 

    建物           531,281 

    土地            513,859      

計         1,050,140 

     担保付債務は次のとおりであります。 

        買掛金                 379千円 

    1年以内返済予定の 

    長期借入金         20,000 

        長期借入金         10,000      

          計                  30,379     

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

    預金(定期預金)    5,000千円 

    建物           504,501 

    土地        513,859        

計      1,023,361 

     担保付債務は次のとおりであります。 

        買掛金           671千円 

    1年以内返済予定の 

      長期借入金      10,000      

          計               10,671     

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

    預金(定期預金)    5,000千円 

    建物          515,722 

    土地        513,859        

計       1,034,581 

     担保付債務は次のとおりであります。 

        買掛金          1,645千円 

    1年以内返済予定の 

      長期借入金      20,000      

          計              21,645     

３ 受取手形裏書譲渡高   176,283千円 ３ 受取手形裏書譲渡高  154,692千円   ３．受取手形裏書譲渡高  124,903千円 

   

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

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

    受取利息             505千円     受取利息          1,756千円     受取利息          1,737千円 

    受取配当金               252千円     受取配当金              131千円     受取配当金              493千円 

       為替差益               4,889千円               為替差益             12,139千円 

   

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

    支払利息                464千円     支払利息              216千円     支払利息            801千円 

    社債利息               1,676千円     社債利息              4,529千円 

       為替差損       18,443千円 

    社債利息              2,639千円 

※３               

 

  ４ 減価償却実施額 

    有形固定資産          77,538千円 

    無形固定資産            2,073千円 

  ５．税額計算における諸準備金等の取扱い 

    当中間会計期間に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当期において予定して

いる特別償却準備金の取崩しを前提とし

て、当中間会計期間に係る金額を計算し

ております。 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

    貸倒引当金戻入益      4,455千円 

  ４ 減価償却実施額 

    有形固定資産       104,431千円 

    無形固定資産          2,147千円 

  ５．税額計算における諸準備金等の取扱い

同左 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

    土地売却益         32,752千円 

４ 減価償却実施額 

     有形固定資産        177,296千円 

     無形固定資産           4,162千円 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12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 
（株） 

当中間会計期間 
増加株式数 
（株） 

当中間会計期間 
減少株式数 
（株） 

当中間会計期間末
株式数 
（株） 

発行済株式     

普通株式 （注） 116,000 1,044,000 － 1,160,000 

合計 116,000 1,044,000 － 1,160,000 

自己株式     

普通株式 3,086 27,774 － 30,860 

合計 3,086 27,774 － 30,860 

（注）当中間会計期間増加株式のうち、平成18年11月１日をもって普通株式１株を10株に分割したことに伴う

増加が1,044,000株であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間会
計期間末
残高 
（千円）

前事業年度
末 

当中間会計
期間増加 

当中間会計
期間減少 

当中間会計
期間末 

提出会社 
平成18年ストック・オプ
ションとしての新株予約権 

－ － － － － － 

（注） 平成18年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

３．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９月29日 
定時株主総会 

普通株式 9,033 80 平成18年６月30日 平成18年10月２日
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当中間会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12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 
（株） 

当中間会計期間 
増加株式数 
（株） 

当中間会計期間 
減少株式数 
（株） 

当中間会計期間末
株式数 
（株） 

発行済株式     

普通株式 1,160,000 － － 1,160,000 

合計 1,160,000 － － 1,160,000 

自己株式     

普通株式 30,860 － － 30,860 

合計 30,860 － － 30,860 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間会
計期間末
残高 
（千円）

前事業年度
末 

当中間会計
期間増加 

当中間会計
期間減少 

当中間会計
期間末 

提出会社 
平成18年ストック・オプ
ションとしての新株予約権 

－ － － － － － 

（注） 平成18年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

３．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９月25日 
定時株主総会 

普通株式 11,291 10 平成19年６月30日 平成19年９月26日
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前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６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 
（株） 

当事業年度 
増加株式数 
（株） 

当事業年度 
減少株式数 
（株） 

当事業年度末 
株式数 
（株） 

発行済株式     

普通株式(注) 116,000 1,044,000 － 1,160,000 

合計 116,000 1,044,000 － 1,160,000 

自己株式     

普通株式 3,086 27,774 － 30,860 

合計 3,086 27,774 － 30,860 

(注) 発行済株式及び自己株式の増加内訳 

   平成18年10月13日開催の取締役会決議により、平成18年11月１日付で１株を10株に分割いたしました。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高 
（千円）

前事業年度
末 

当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

提出会社 
平成18年ストック・オプ
ション 

－ － － － － －

（注） 平成18年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年９月29日 
定時株主総会 

普通株式 9,033 80 平成18年６月30日 平成18年10月２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９月25日 
定時株主総会 

普通株式 11,291 利益剰余金 10 平成19年６月30日 平成19年９月26日
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（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７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年７月１日 
  至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

               (平成18年12月31日現在) 

                           (千円) 

現金及び預金勘定                946,632 

預入期間が３か月を 

超える定期預金                △206,084   

現金及び現金同等物              740,547   

 

 

※ 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 

                (平成19年12月31日現在) 

                          (千円) 

現金及び預金勘定              1,093,626

預入期間が３か月を 

超える定期預金                △206,085  

現金及び現金同等物              887,541 

 

 ※ 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19年６月30日現在）

                       （千円）

現金及び預金勘定             1,008,810 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金                      △206,085  

現金及び現金同等物             802,725 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30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、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(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 

(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) 

機械及び装置 46,550 28,577 17,972 

合計 46,550 28,577 17,972 

  

 

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 32,000 19,800 12,200

合計 32,000 19,800 12,200

 

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 37,650 22,893 14,756

合計 37,650 22,893 14,756

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2)未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 5,993千円

１年超 12,589千円

合計 18,582千円

 
１年内 2,520千円

１年超 10,068千円

合計 12,589千円

１年内 4,325千円

１年超 10,915千円

合計 15,241千円

(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、支払利息

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、支払利息

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、支払利息

相当額及び減損損失 
  

支払リース料 5,433千円

減価償却費相当額 4,714千円

支払利息相当額 407千円

  
支払リース料 2,953千円

減価償却費相当額 2,556千円

支払利息相当額 301千円

支払リース料 9,141千円

減価償却費相当額 7,929千円

支払利息相当額 774千円

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。 

同左 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12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 15,522 29,972 14,449 

合計 15,522 29,972 14,449 

 

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） 

(1)その他有価証券  

①非上場株式 1,000 

(2) 関連会社株式  

①非上場株式 5,050 

 

 

 

当中間会計期間末（平成19年12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 15,539 26,489 10,949 

合計 15,539 26,489 10,949 

 

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） 

(1)その他有価証券  

①非上場株式 1,000 

(2)関連会社株式  

①非上場株式 5,050 
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前事業年度（平成19年６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 15,712 30,814 15,101 

合計 15,712 30,814 15,101 

 

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） 

(1)満期保有目的の債券  

①非上場株式 1,000 

(2) 関連会社株式  

①非上場株式 5,050 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日）、当中間会計期間（自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日）及び前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、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７月１日 至 平成18年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

  該当事項はありません。 
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前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

 平成18年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 ５名 当社監査役 ３名  
給与規程の職務等級基準に基づく使用人62名 

株式の種類別のストック・オプション数（注） 普通株式   27,400株 

付与日 平成18年３月10日 

権利確定条件 
付与日以降、権利確定日（平成20年２月17
日）まで継続して勤務していること。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成20年２月18日から平成25年２月17日まで 

（注）株式数に換算して記載しております。 

平成18年11月１日付で普通株式１株につき10株の分割を行なっております。これにより「株式の付与数」 

   が調整されております。 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度(平成19年６月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  平成18年ストック・オプション 

権利確定前 （株）  

前事業年度末  － 

付与  27,400 

失効  － 

権利確定  － 

未確定残  27,400 

権利確定後 （株）  

前事業年度末  － 

権利確定  － 

権利行使  － 

失効  － 

未行使残  － 

（注）平成18年11月１日付で普通株式１株につき10株の分割を行なったことによる増加であります。 

② 単価情報 

  平成18年ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  (注) 2,600 

行使時平均株価 （円） － 

公正な評価単価（付与日） （円） － 

（注）平成18年11月１日付で普通株式１株につき10株の分割を行なっております。これにより「権利行使価格」

が調整されております。 
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（持分法損益等） 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日）

当中間会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日）

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日）

関連会社に対する投資の
金額（千円） 

698,600 698,600 698,600 

持分法を適用した場合の
投資の金額（千円） 

737,437 731,918 736,050 

持分法を適用した場合の
投資利益の金額（千円） 

△798 △24,057 △66,072 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

１株当たり純資産額 3,127.48円

１株当たり中間純利益
金額 
 

213.28円

 

１株当たり純資産額 3,464.25円

１株当たり中間純利益
金額 
 

205.64円

 

１株当たり純資産額 3,270.80円

１株当たり当期純利益
金額 
 

356.25円

 

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、ストック・

オプションに係る新株予約権の残高は

ありますが、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できませんの

で記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、ストック・

オプションに係る新株予約権の残高は

ありますが、当社株式は当中間会計期

間末においては非上場であるため、期

中平均株価が把握できませんので記載

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、ストック・

オプションに係る新株予約権の残高は

ありますが、当社株式は非上場である

ため、期中平均株価が把握できません

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。 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日
至 平成19年６月30日)

中間（当期）純利益（千円） 240,818 232,201 402,251 

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） 

240,818 232,201 402,251 

期中平均株式数（株） 1,129,140 1,129,140 1,129,140 

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

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 2,740個 

 なお、新株予約権の

概要は｢第４提出会社

の状況、１ 株式等の

状況（２）新株予約権

等の状況｣に記載のと

おりであります。 

新株予約権 2,740個 

 なお、新株予約権の

概要は｢第４提出会社

の状況、１ 株式等の

状況（２）新株予約権

等の状況｣に記載のと

おりであります。 

新株予約権 2,740個 

 なお、新株予約権の

概要は｢第４提出会社

の状況、１ 株式等の

状況（２）新株予約権

等の状況｣に記載のと

おりであります。 
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（企業結合等） 

該当事項はありません。 

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

該当事項はありません。 

 
 

  当社株式は、平成20年２月14日に株式会

社ジャスダック証券取引所に上場しており

ます。上場にあたり、平成20年１月９日及

び平成20年１月23日開催の取締役会におい

て、下記のとおり募集株式の発行を決議

し、平成20年２月13日に払込が完了いたし

ました。 

  この結果、平成20年２月13日付で資本金

375,956千円、発行済株式総数は1,355,000

株となっております。 

 ①募集方法   ：一般募集 

(ブックビルディング

方式による募集） 

 ②発行する株式の種類及び数:普通株式 

         195,000株 

 ③発行価格   ：１株につき2,500円 

  一般募集は、この価格にて行いました。

 ④引受価額   ：１株につき2,317.50円

  この価額は、当社が引受人より１株あた

りの新株式払込金として受取った金額で

あります。なお、発行価格と引受価額と

の差額（１株につき182.50円）の総額は

引受人の手取金となります。 

 ⑤発行価額   ：１株につき1,870円 

  この金額は、会社法上の払込金額であり

ます。 

 ⑥資本組入額  ：１株につき1,158.75円

 ⑦発行価額の総額：    364,650千円 

 ⑧払込金額の総額：    451,912千円 

 ⑨資本組入額の総額：   225,956千円 

 ⑩払込期日   ：平成20年２月13日 

 ⑪資金の使途  ：岐阜新工場建設及びド

ライルーブ・コーティング加工設備の拡充

並びに中国の新会社出資及び貸付金に充

当。 

(役員退職慰労引当金の計上方法)

   平成19年7月13日開催の取締役

会において役員退職慰労金制度を

廃止することを決議しました。こ

れに伴い、平成19年９月25日開催

の定時株主総会において、同定時

株主総会終結時までの期間に係わ

る役員退職慰労金を退任時に支給

することが承認可決されました。
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 

当中間会計期間 
（自 平成19年７月１日 
  至 平成19年12月31日） 

生産高(千円) 
前年同期比 

(％) 

ドライルーブ部門 2,399,469 106.3 

 

ドライルーブ製品の製造販売 
及びドライルーブ製品のコーティング加工 

2,367,299 105.8 

ドライルーブ製品のコーティング加工技術
指導 

32,169 176.6 

その他部門 3,626 182.6 

合計  2,403,095 106.4 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．その他部門については仕入実績を記載しております。 

３．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 

 当中間会計期間の受注状況を事業部門別に示すと、以下のとおりであります。 

事業部門別 

当中間会計期間 
（自 平成19年７月１日 
 至 平成19年12月31日） 

受注高 
（千円） 

前年同期比
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同期比
（％） 

ドライルーブ部門 2,451,978 106.1 119,114 144.7 

 

ドライルーブ製品の製造販売 
及びドライルーブ製品のコーティング加工 

2,419,809 105.6 119,114 144.7 

ドライルーブ製品のコーティング加工技術
指導 

32,169 176.6 ― ― 

その他部門 23,304 247.2 524 ― 

合計 2,475,282 106.7 119,639 145.4 

 （注）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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 (3)販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 

当中間会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

販売高(千円) 
前年同期比 

(％) 

ドライルーブ部門 2,425,723 106.2 

 

ドライルーブ製品の製造販売 
及びドライルーブ製品のコーティング加工 

2,393,554 105.7 

ドライルーブ製品のコーティング加工技術指導 32,169 176.6 

その他部門 22,989 243.8 

合計 2,448,713 106.8 

  

（注）１．当中間会計期間の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 

 相手先 

前中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
 至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 伊藤電機㈱ 441,192 19.2 460,612 18.8 

 ㈱ケーヒン 358,207 15.6 445,913 18.2 

 日本ワイパブレード㈱ 488,316 21.3 432,451 17.7 

 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 


