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１．平成20年３月中間期の連結業績（平成19年９月21日～平成20年３月20日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月中間期 6,497 △2.6 693 △11.2 696 △10.8 388 △13.4

19年３月中間期 6,667 8.4 781 60.0 780 57.3 448 99.0

19年９月期 12,348 － 1,130 － 1,113 － 611 －

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

20年３月中間期 156 08 155 50

19年３月中間期 231 26 － －

19年９月期 304 38 301 84

（参考）持分法投資損益 20年３月中間期 －百万円 19年３月中間期 －百万円 19年９月期 －百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月中間期 13,280 8,806 66.3 3,538 23

19年３月中間期 12,507 6,764 54.1 3,488 86

19年９月期 12,816 8,455 66.0 3,397 41

（参考）自己資本 20年３月中間期 8,806百万円 19年３月中間期 6,764百万円 19年９月期 8,455百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月中間期 △75 △327 △49 1,400

19年３月中間期 226 △129 170 1,583

19年９月期 484 △888 939 1,853

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年９月期 － 15 00 15 00

20年９月期 － －

20年９月期（予想） － 22 50 22 50

３．平成20年９月期の連結業績予想（平成19年９月21日～平成20年９月20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 12,120 △1.8 897 △20.7 901 △19.0 498 △18.5 200 21

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　　無

②　①以外の変更　　　　　　　　　無

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月中間期 2,488,880株 19年３月中間期 1,938,880株 19年９月期 2,488,880株

②　期末自己株式数 20年３月中間期 －株 19年３月中間期 －株 19年９月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月中間期の個別業績（平成19年９月21日～平成20年３月20日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月中間期 5,887 △2.9 603 △15.6 624 △14.8 340 △19.9

19年３月中間期 6,062 9.7 715 47.2 732 44.5 424 59.7

19年９月期 11,083 － 1,003 － 1,021 － 582 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年３月中間期 136 70

19年３月中間期 219 03

19年９月期 289 77

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月中間期 13,010 8,938 68.7 3,591 48

19年３月中間期 12,269 6,950 56.7 3,585 01

19年９月期 12,556 8,636 68.8 3,470 05

（参考）自己資本 20年３月中間期 8,938百万円 19年３月中間期 6,950百万円 19年９月期 8,636百万円

２．平成20年９月期の個別業績予想（平成19年９月21日～平成20年９月20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 10,940 △1.3 727 △27.6 767 △24.9 414 △28.8 166 59

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

１. 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20年５月２日公表の「平成20年９月期通期（連

結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である

と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。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等については、３ページ「１．経営成績

（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。

前田工繊㈱（7821） 平成 20 年９月期中間決算短信

－ 2 －



１．経営成績
　(1) 経営成績に関する分析

    ①  当中間期の概況

      当中間連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を発端とした米国を中心とする世界的な金融

市場の混乱の影響を受けて、円高、株安、原油高が進みました。このようななか、これまでの好景気を牽引してきた

企業部門の業績は、輸出が概ね堅調を維持したものの、原材料全般にわたる価格上昇が止まるところを知らず、その

影響を受け減速感が出てまいりました。また、個人消費は、相次ぐ最終消費財の値上げのなか一進一退を繰り返し、

先行きは楽観できない状況となっており、景気は「踊り場」にあるものと思われます。

  　　当社グループの主事業である環境資材事業を取巻く環境は、公共工事の市場縮小と低価格入札が続き、建設業者の

指名停止、さらに道路特定財源をめぐる政局の混乱が加わり非常に厳しい状況が続きました。

  　　また、産業資材事業を取巻く環境は、ＩＴ産業は総じて底堅く推移しましたが、価格が下落するなか、販売数量の

伸びの鈍化が懸念される薄型テレビメーカーにおいては再編が進みました。また、自動車産業は新興国においては順

調であったものの、国内及び北米での不振により苦戦が続きました。

     このような環境の中で、当社グループでは、営業面では問題解決型の営業を積極的に展開し、また継続案件に対し

ては確実な成約活動を行い、さらに営業力強化を図るべく新しい営業拠点の開設を行ってまいりました。

     利益面では激しい価格競争が続き、原材料価格の上昇が止まらないなか、適正価格の維持を図ると同時に、徹底し

た生産性改善によるコスト削減、さらに高付加価値製品の拡販等に努めてまいりました。

     当社グループでは、これらの施策を実施し、業績の向上に努めてまいりましたが、当中間連結会計期間の売上高は

6,497百万円(前中間連結会計期間比2.6％減)となりました。利益面におきましては、売上高の減少、原材料価格の上

昇に加え、人件費等の増加による固定費負担が増加し、営業利益は693百万円(同11.2％減)、経常利益は696百万円(同

10.8％減)、中間純利益は388百万(同13.4％減)となりました。

  

  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

  （環境資材事業）

  売上面では、「防災・減災」、「補修・補強」、「自然環境」のニーズに応える当社グループの製品は、市場から

一定の評価を受けておりますが、公共工事の工事進捗の遅延、発注の遅れ等により、売上高は5,493百万円(前中間連

結会計期間比1.3％減)となりました。

　利益面では、適正価格の維持及び歩留率の向上等の生産性改善を積極的に推進し、収益確保に努めてまいりました

が、原材料価格の上昇が続き、また将来を展望した積極的な営業展開に伴う経費が増加した結果、営業利益は823百万

円(同5.1％減)となりました。

    （産業資材事業）

  売上面では、ＩＴ産業向けのワイピングクロス及び自動車産業向けの不織布の売上が低迷したことにより、売上高

は1,004百万円(前中間連結会計期間比9.1％減)となりました。

　利益面では、適正価格の維持、製造経費の削減及び生産性改善を積極的に推進し、収益確保に努めてまいりました

が、売上高が減少し、また原材料価格の上昇が続いた結果、営業利益は80百万円(同24.1％減)となりました。
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    ②  通期の見通し

      今後のわが国経済は、企業収益及び個人消費の失速による景気の後退が懸念されます。また、原材料価格の上昇は

今後も予断を許さないものと思われます。

      このような環境のなか、環境資材事業におきましては、「防災・減災」、「補修・補強」、「自然環境」のニーズ

に応える当社グループの製品及び当社グループが提唱する工法は、コスト・パフォーマンスに優れるものとして市場

に広く認知され、かつ、一定の評価を受けているものの、揮発油税等に係る暫定税率の維持、道路特定財源の一般財

源化等をめぐる政局の混乱による公共工事の発注の遅れ等により、売上の先行きに対する懸念は高まってきておりま

す。

      産業資材事業におきましては、ＩＴ産業向け及び自動車産業向けの売上は緩やかな回復が見込まれるものの、個人

    消費の減退懸念もあり、決して楽観できない状況が続くものと思われます。

      このような状況を踏まえ、平成19年11月１日に発表いたしました通期業績予想を次のとおり見直すことにいたしま

した。

 連結業績予想 （前期比）  個別業績予想 （前期比）

 　　　　　百万円  　　　　　　％  　　　　　百万円  　　　　　　％

売上高 12,120 △1.8  10,940 △1.3

営業利益 897 △20.7  727 △27.6

経常利益 901 △19.0  767 △24.9

当期純利益 498 △18.5  414 △28.8

 

        事業の種類別セグメントの通期業績予想

 

 環境資材事業 （前期比）  産業資材事業 （前期比）

 　　　　　百万円 　　　　　　 ％  　　　　　百万円 　　　　　　　％ 

売上高 10,100 △1.2  2,019 △4.9

営業利益 1,160 △18.9  165 5.4

 

     これに対して、環境資材事業におきましては、問題解決型の営業を積極的に推進し、主力製品の盛土補強材に対す

る需要の拡大に取り組んでまいります。また、「自然環境」のニーズに応える河川製品及び景観資材、社会基盤の「補

修・補強」のニーズに応える防災関連製品の営業強化に注力してまいります。

     産業資材事業におきましては、販売チャネルの強化、最高水準のクリーン洗浄技術及び高機能素材を核にした企画・

提案型の営業を強化すると同時に、新ビジネス・モデルであるリユース技術の本格的な営業展開、低コスト対応の自

動車資材用不織布の開発を行ってまいります。

     一方で、価格競争は一段と厳しさを増すことが予想され、また原材料価格の更なる上昇懸念を払拭することはでき

ず、コスト・アップは必至と思われますが、コスト削減への取り組みを継続し、収益確保に努めてまいります。

 

　(2) 財政状態に関する分析

   ①　資産、負債、純資産の状況に関する分析

 　   当中間連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ463百万円(3.6％)増加し13,280百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金が352百万円減少したことと、受取手形及び売掛金が874百万円増加したことによるものであ

ります。

  　　負債は、前連結会計年度末に比べ113百万円(2.6％)増加し4,474百万円となりました。これは主に、支払手形及び買

掛金が238百万円増加したことと、賞与引当金が92百万円減少したことによるものであります。

  　　純資産は、前連結会計年度末に比べ350百万円(4.1％)増加し8,806百万円となりました。これは主に、利益剰余金が

増加したことによるものであります。

 

 　 ②　キャッシュ・フローの状況に関する分析

 　　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ452百万円(24.4％)減少し1,400百

万円となりました。

　当中間連結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）

      当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、75百万円の支出（前中間連結会計期間は226

    百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益707百万円、減価償却費194百万円、仕入債務の

    増加額238百万円等の収入と、賞与引当金の減少額92百万円、売上債権の増加額874百万円、法人税等の支払額262百

    万円等の支出によるものであります。
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  　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 　　 当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、327百万円の支出（前中間連結会計期間は129

百万円の支出）となりました。これは主に、定期預金の預入による支出150百万円、有形固定資産の取得による支出

174百万円等の支出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）

   　 当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、49百万円の支出（前中間連結会計期間は170百

万円の収入）となりました。これは、長期借入金の返済よる支出12百万円、配当金の支払額36百万円の支出によるも

のであります。

 

  　　（キャッシュ・フロー関連指標の推移）

平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期

 期末  中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 55.7 54.1 66.0 66.3

時価ベースの自己資本比率（％） － － 40.4 30.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（％）
240.2 217.9 45.4 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
51.3 42.7 58.2 －

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

（中間期については、キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

 　　 ２．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。

 　   ３．平成18年９月期（期末）及び平成19年９月期（中間）の時価ベースの自己資本比率については、当社株式は非

上場であり、株式時価総額が把握できませんので記載しておりません。

 　　 ４．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

 ５．有利子負債は連結（中間連結）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。

  　　６．当中間期につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率

及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

 

　(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主各位に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。配当につきましては、当期・

中長期の業績見通し、将来の事業展開を勘案し、安定継続配当を行うこととしており、また、内部留保につきまして

は、当社グループの競争力の維持・強化による将来の収益性向上を図るための設備投資、研究開発及び効率的な体制

整備に有効に活用する方針であります。

　毎事業年度における配当の回数については、中間配当制度はあるものの、期末配当の年１回の配当を行うことを基

本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。

　この方針のもと、平成19年９月期の期末配当金につきましては、１株当たり15円の配当を実施いたしました。また

平成20年９月期の期末配当金につきましては、１株当たり22.5円の配当を予定しております。
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　(4) 事業等のリスク

　以下において当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しておりま

す。また、当社グループとして必ずしも事業遂行上のリスクとは考えていない事項につきましても、投資家の投資判

断上あるいは当社の事業を理解していただく上で重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示

の観点から開示しております。

　なお、文中における将来に関する事項は、現時点において当社グループが判断したものであります。

①　公共事業の比率が高い事について

　当社グループは、売上高の82.8％（平成19年９月期）を環境資材事業が占めており、その製品の需要先は公共工

事を施行するゼネコン等となっております。公共工事は、依然として減少傾向にあり、公共工事のコスト縮減策の

推進から業者間競争はますます激しくなっております。このような環境の中、公共工事の更なる縮小があった場合

は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　特定製品の依存度

　環境資材事業の主要製品である「アデム」、「アデムウォール」は、総売上高に占める割合は34.3％（平成19年

９月期）と高くなっております。

　「アデム」、「アデムウォール」に依存することなく新しい製品、工法への研究開発に取り組んでおりますが、

「アデム」、「アデムウォール」が市場から受け入れられなくなり販売量が減少した場合は、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。

③　原材料について

　当社グループの主力製品である「アデム」、「アデムウォール」は、合成樹脂、合成繊維を原材料としておりま

す。このため、原油価格の上昇により原材料価格が高騰し、販売価格に転嫁できない場合は、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。

④　受託加工業務の競争激化

　産業資材事業ではクリーンルーム用ワイピングクロスのクリーニング等の受託加工業務を行っており、今後、同

業他社との競争が激化し、ユーザーの要求する品質、価格、納期を提供することができなくなった場合、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　技術革新による影響について

　当社グループが市場のニーズにあった製品を提案できなかった場合、あるいは技術の進歩に対して適切に対応で

きなかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　知的財産等について

　当社グループは、新製品、工法等について特許権等の知的財産の登録を行い、権利保護に努めておりますが、国

内外において当社グループの権利が侵害される可能性があります。

　また、当社グループは、第三者の知的財産を侵害しないように注意を払っておりますが、当社グループが認識し

ていない範囲で第三者の知的財産を侵害する可能性があります。当社グループが仮に侵害し、第三者と知的財産権

をめぐって損害賠償、対価の支払い等を請求された場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦　訴訟・クレーム問題

　当社グループの製品・工法を納入した現場において、水害等による崩壊等があった場合には、訴訟・紛争等の対

象となる恐れがあります。現在において当社グループの事業に重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されておらず、こ

れらの事故の防止対策には万全を期しておりますが、万一、製品の瑕疵があり製品・工法を納入した現場の崩壊等

があった場合、当社グループの信用力低下に繋がる恐れがあります。また、損害賠償を請求された場合には、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧　自然災害について

　当社グループの環境資材事業の主要な製造拠点は、福井県内に集中しております。そのため、局地的な水害や冬

季間の雪害・地震等により物流が滞り、原材料の入荷の遅延による操業停止並びに製品の出荷の遅延が生じた場合、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑨　労働災害発生によるリスクについて

　当社グループでは、製造過程において生産設備に回転体等を使用し、作業員がその操作を行っております。当社

グループではこうした現場での労働災害を防止すべく、作業に従事する従業員等の健康・安全には十分な注意を払っ

ておりましたが、平成18年４月に当社従業員が回転体に巻き込まれる重傷事故が発生しました。現在、労働基準監

督署の調査は終了し検察庁に書類送検されておりますが、労働安全衛生法違反等により何らかの行政処分を受ける

可能性があります。

　当社グループでは、同様の事故を起こさないために安全管理体制を強化し、全設備の安全対策を再度見直しする

ことにより再発防止に努めておりますが、労働災害が発生するリスクは常に存在しております。こうした労働災害

が発生した場合に、人的損害に加え、従業員等への補償や納期遅延による取引先への補償等の金銭的損害が発生す

る可能性があります。

　当社グループでは、こうした損害に備えるため、各種保険に加入しておりますが、損害の全てがこれらによりカ

バーされるわけでなく、また、労働契約上の安全配慮義務違反や不法行為責任等に基づく損害賠償義務を負う可能

性があります。

　さらに、労働災害を起因とするお客様からの信頼低下や評判悪化により、当社グループの業績に影響を与える可

能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社（前田工繊株式会社）、子会社２社（太田工業株式会社、日本不織布株式会社）により構成さ

れており、その主な事業内容は、環境資材事業（①土木資材、建築資材の製造・販売、②各種汚濁防止用フェンスの製

造・販売）と産業資材事業（①各種繊維を原料とした産業資材の加工製造・販売、②不織布の製造・販売）であります。

(1)　環境資材事業

　当社グループでは、繊維とプラスチックを素材とした環境資材（ジオシンセティックス）事業に創業以来、取

り組んでまいりました。ジオシンセティックスとは、”土木工事などに使用される高分子材料の製品”の総称で、

geoという言葉とsyntheticsという言葉が合成されてできた用語であります。

　主要な製品は盛土補強材、土木シート、接着アンカー、プラスチック擬木、海洋汚濁防止シート、オイルフェ

ンス、暗渠排水材等であります。

　「防災・減災」、「補修・補強」、「自然環境」をキー・ワードに、繊維と樹脂を素材とした環境資材とコン

クリート構造物の補修・補強材料及びそれらを利用した工法を提供しております。

　当社の子会社である太田工業株式会社は、汚濁水の拡散防止（シルトフェンス）、流出油の拡散防止（オイル

フェンス）、水の富栄養化防止（分画フェンス）、ごみ・浮草・流木防止（ネットフェンス）、灰・泡防止（アッ

シュ＆バブルフェンス）など各種フェンスの製造・販売を行っており、海洋や河川の汚染防止に利用されており

ます。

土木資材・・・・・・当社が販売しております。

建築資材　　　　　　なお、材料の不織布については、一部子会社の日本不織布株式会社より仕入れており

 ます。

汚濁防止シート・・・子会社の太田工業株式会社で製造・販売、レンタルしており、当社も仕入れておりま

 　　　　　　　　　　　　　　　 す。

なお、材料の土木シートについては、一部当社より仕入れております。

(2)　産業資材事業

　主要な製品は、精密機器洗浄用ワイピングクロス、細巾織物二次製品、不織布等であります。

　精密機器洗浄用ワイピングクロスは、クリーンルーム内で使用され、専用のクリーン洗濯機と超純水及び超音

波を利用した洗浄を行っております。

　細巾織物二次製品は、主にワイピングクロス・ネームリボン・各種工業繊維等の繊維製品を対象とし、独自の

カット技術と加工技術を提供しております。

　不織布は、当社子会社である日本不織布株式会社にて製造・販売を行っており、織物製品とは違う性質・特徴

を生かし、医療・衛生用、車両用、生活資材用、工業資材用など多岐にわたり利用されております。

繊維製品カット・・・・・・・当社において業務を受託しております。

洗浄用ワイピングクロス・・・当社において製造・販売しております。

クリーニング・・・・・・・・当社において業務を受託しております。

不織布・・・・・・・・・・・子会社日本不織布株式会社で製造・販売を行い、当社も仕入れております。
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事業系統図は次のとおりであります。

 
工事施工主（国、都道府県、市町村）・民間企業 

代理店 

製商品販売 

（連結子会社） 

太田工業株式会社 

製品 商品 

製商品販売、レンタル、 

設置・撤去工事 

前田工繊株式会社（当社） 

環境資材事業 産業資材事業 

海外メーカー 国内メーカー 

原材料、商品 原材料、商品 

（連結子会社） 

日本不織布株式会社 

原料 材料 

製商品販売 製商品販売、 

受託加工 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループでは、「人と人との良いつながり」を基本理念として、「人・大地・繊維」を融合した「知恵と技術」

で「地球との共生」を実現することを経営理念として掲げ事業運営しております。

　この経営理念に基づき、主事業である「ジオシンセティックスの総合企業」としての「環境資材事業」を柱に、独

創的な技術力と開発力により、皆様の「快適な地域社会と地球環境との共生」ができる社会の創造に貢献してまいり

たいと考えております。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、グループ全体の企業価値を最大にするために、目標とする連結経営指標を売上高営業利益率10％

以上としており、さらに将来には15％以上を確保できるよう経営効率の改善を図ってまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　社会の構造変化がもたらす諸般の需要変化を先読みして製品開発し、「市場を創出」していくことが中長期的には

重要な課題です。

　当社グループの環境資材事業では、白書等に示される国の長期見直しや方針に沿った新製品の開発、新工法等の開

発に積極的に取り組んでまいります。

　一方、民需を中心とする産業資材事業の分野では、高品質、低価格、短納期というユーザーの要求に対応する高度

な加工技術、新製品等の開発に積極的に取り組んでまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループでは、従来の「ジオシンセティックスの総合企業」としての環境資材事業だけではなく、ＩＴ産業の

クリーンルーム内で使用されるワイピングクロスの製造・販売をはじめとする産業資材事業をもう一方の柱に成長さ

せ、バランスのとれた経営基盤を構築していきたいと考えております。

　その実現のために、次に掲げる項目が重要であると考えております。

①　環境資材事業における利益率の向上

　土木・建築資材販売を中心とする環境資材事業においては、公共工事は依然として減少傾向にあり、コスト削減

策の推進により、値下げ要請と業者間競争はますます激しくなっております。

　そのため、当社グループでは、コストダウンによる利益率の改善を行うとともに、高付加価値の新製品の開発及

び製品の新たな用途開発に取り組んでまいります。

②　産業資材事業におけるマーケットシェアの拡大

　クリーンルーム用ワイピングクロスについては、ＩＴ産業の動向に左右されるため、今後も動向を見極めながら

最高水準のカット技術及び洗浄技術を活かした新製品の開発に取り組んでまいります。

　また、不織布については、従来製品との差別化を図った「新素材（アラミド・炭素繊維）」「新用途（車輌・生

活資材・衣料資材）」を事業展開するとともに、環境資材事業との相乗効果を発揮するために研究開発を拡充し、

新製品を投入することでマーケットシェア拡大を行ってまいります。

③　Ｍ＆Ａの活用

　当社グループでは過去に３件のＭ＆Ａを実施しており、今後も効果的にＭ＆Ａを実施する方針であります。この

ため、Ｍ＆Ａについては投資効率はもちろん、対象企業の取扱製品の将来性や当社グループとの相乗効果を十分に

検討したうえで、事業の拡大と業績の向上を目指し推進してまいります。

④　人材の育成

　当社グループでは、Ｍ＆Ａの実施や新規事業の展開を図っており、人材の確保、育成は重要な経営課題でありま

す。そのため、今後も即戦力を求めた中途採用を行うとともに、中長期的な視点での人的基盤造りのための新規採

用を行ってまいります。また、当社グループ内の研修体系の整備を行い、継続的に人材の育成を行ってまいります。
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⑤　内部管理体制の強化

　当社グループの円滑な事業の拡大を図るためにも、各事業分野における業務遂行上の法的規制を遵守することが

重要であります。これらコンプライアンス体制の強化のために内部監査室の内部監査を充実し、監査役監査と併せ

て今後も内部管理体制の強化に努めてまいります。

⑥　生産体制の強化

　当社グループでは、顧客からの低価格、高品質及び短納期の要求に応えるため、製品の競争力の維持・向上のた

め、災害の発生、不良品の発生、生産設備の故障など生産効率を阻害するあらゆる要因を徹底して排除し、生産効

率を極限までに高めるため、ISO9001の取得のほか、全社的生産革新活動であるＴＰＭ（Total Productive Mainte-

nance）活動による生産体制の強化を図っております。
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４．中間連結財務諸表
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成19年３月20日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月20日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年９月20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   1,583,956   1,950,719    2,303,004  

２．受取手形及び
売掛金

※３  5,200,381   5,308,591    4,434,188  

３．たな卸資産   1,610,225   1,881,145    1,952,202  

４．繰延税金資産   172,505   113,350    152,457  

５．その他   44,154   28,414    19,912  

貸倒引当金   △4,507   △2,686    △4,577  

流動資産合計   8,606,717 68.8  9,279,533 69.9 672,815  8,857,188 69.1

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物及び構
築物

※２ 1,197,140   1,126,094    1,171,949   

(2）機械装置及
び運搬具

 592,849   555,686    584,741   

(3）土地 ※２ 1,363,542   1,436,310    1,410,094   

(4）建設仮勘定  19,561   40,517    18,717   

(5）その他  108,318 3,281,411  194,014 3,352,623  71,211 161,733 3,347,237  

２．無形固定資産            

(1）ソフトウェ
ア

 64,177   94,411    58,738   

(2）のれん  19,193   －    －   

(3）その他  14,703 98,074  13,695 108,106  10,031 25,245 83,983  

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 68,066   60,926    59,610   

(2）繰延税金資
産

 313,048   337,043    326,449   

(3）その他  144,559   147,582    147,786   

貸倒引当金  △4,484 521,190  △5,540 540,011  18,820 △5,533 528,312  

固定資産合計   3,900,677 31.2  4,000,741 30.1 100,064  3,959,532 30.9

資産合計   12,507,395 100.0  13,280,275 100.0 772,879  12,816,721 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年３月20日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月20日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年９月20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
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形及び
買掛金

  2,655,789   2,404,466    2,166,315  

２．短期借入金   900,000   150,000    150,000  

３．１年以内返済
予定長期借入
金

※２  30,000   32,500    30,000  

４．未払金   404,641   362,545    419,901  

５．未払法人税等   368,440   298,494    272,345  

６．未払消費税等   55,287   59,398    42,279  

７．設備支払手形   119,258   103,263    91,822  

８．賞与引当金   246,901   203,678    296,006  

９．労働災害損害
賠償引当金

  88,531   －    －  

10．その他   43,023   32,916    54,672  

流動負債合計   4,911,873 39.3  3,647,263 27.5 △1,264,610  3,523,342 27.5

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２  55,000   25,000    40,000  

２．役員退職慰労
引当金

  640,985   645,304    644,943  

３．退職給付引当
金

  135,050   156,482    152,685  

固定負債合計   831,035 6.6  826,787 6.2 △4,248  837,629 6.5

負債合計   5,742,909 45.9  4,474,050 33.7 △1,268,859  4,360,971 34.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   256,672 2.1  1,023,922 7.7 767,250  1,023,922 8.0

２．資本剰余金   216,300 1.7  983,550 7.4 767,250  983,550 7.7

３．利益剰余金   6,281,731 50.2  6,796,193 51.2 514,462  6,445,059 50.3

株主資本合計   6,754,703 54.0  8,803,665 66.3 2,048,962  8,452,531 66.0

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  9,782 0.1  2,559 0.0 △7,223  3,218 0.0

評価・換算差額
等合計

  9,782 0.1  2,559 0.0 △7,223  3,218 0.0

純資産合計   6,764,486 54.1  8,806,225 66.3 2,041,738  8,455,750 66.0

負債純資産合計   12,507,395 100.0  13,280,275 100.0 772,879  12,816,721 100.0
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(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20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   6,667,947 100.0  6,497,677 100.0 △170,270  12,348,112 100.0

Ⅱ　売上原価   4,146,310 62.2  3,988,700 61.4 △157,610  7,714,737 62.5

売上総利益   2,521,637 37.8  2,508,977 38.6 △12,659  4,633,375 37.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  1,740,636 26.1  1,815,061 27.9 74,424  3,502,506 28.3

営業利益   781,000 11.7  693,915 10.7 △87,084  1,130,868 9.2

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  500   3,130    1,987   

２．受取配当金  487   365    990   

３．為替差益  875   －    2,239   

４．その他  6,203 8,067 0.1 5,331 8,827 0.1 760 9,764 14,982 0.1

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  4,436   1,316    9,138   

２．為替差損  －   730    －   

３．株式交付費  600   －    19,138   

４．クレーム補償
費

 2,857   4,000    3,103   

５．その他  415 8,308 0.1 155 6,202 0.1 △2,106 715 32,096 0.3

経常利益   780,758 11.7  696,541 10.7 △84,217  1,113,754 9.0

Ⅵ　特別利益            

１．固定資産売却
益

※２ 2,810   694    3,785   

２．貸倒引当金戻
入益

 －   2,093    －   

３．適格年金終了
益

 75,931   －    77,771   

４．労働災害損害
賠償引当金戻
入益

 －   －    5,859   

５．過年度損益修
正益

※３ －   22,888    －   

６．その他  － 78,742 1.2 － 25,677 0.4 △53,065 114 87,531 0.7

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産除却
損

※４ 8,954   2,534    10,859   

２．過年度対応退
職給付費用

 －   －    12,091   

３．過年度損益修
正損

※５ －   11,924    －   

４．その他  － 8,954 0.1 － 14,459 0.2 5,505 740 23,691 0.2

税金等調整前
中間（当期）
純利益

  850,546 12.8  707,758 10.9 △142,788  1,177,594 9.5

法人税、住民
税及び事業税

 359,894   290,329    512,510   

法人税等調整
額

 42,263 402,157 6.1 28,961 319,291 4.9 △82,866 53,367 565,877 4.5

中間（当期）
純利益

  448,389 6.7  388,467 6.0 △59,921  611,717 5.0
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(3）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年９月21日　至平成19年３月20日）

 

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

平成18年９月20日　残高
（千円）

256,672 216,300 5,847,883 6,320,855 8,514 6,329,370

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当   △14,541 △14,541  △14,541

中間純利益   448,389 448,389  448,389

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額（純
額）

    1,268 1,268

中間連結会計期間中の変動額
合計　　　　　　　（千円）

－ － 433,847 433,847 1,268 435,115

平成19年３月20日　残高
（千円）

256,672 216,300 6,281,731 6,754,703 9,782 6,764,486

当中間連結会計期間（自平成19年９月21日　至平成20年３月20日）

 

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

平成19年９月20日　残高
（千円）

1,023,922 983,550 6,445,059 8,452,531 3,218 8,455,750

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当   △37,333 △37,333  △37,333

中間純利益   388,467 388,467  388,467

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額（純
額）

    △659 △659

中間連結会計期間中の変動額
合計　　　　　　　（千円）

－ － 351,134 351,134 △659 350,474

平成20年３月20日　残高
（千円）

1,023,922 983,550 6,796,193 8,803,665 2,559 8,806,225
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年９月21日　至平成19年９月20日）

 

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

平成18年９月20日　残高
（千円）

256,672 216,300 5,847,883 6,320,855 8,514 6,329,370

連結会計年度中の変動額       

新株の発行 767,250 767,250  1,534,500  1,534,500

剰余金の配当   △14,541 △14,541  △14,541

当期純利益   611,717 611,717  611,717

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

    △5,295 △5,295

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

767,250 767,250 597,175 2,131,675 △5,295 2,126,380

平成19年９月20日　残高
（千円）

1,023,922 983,550 6,445,059 8,452,531 3,218 8,455,750
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20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

     

税金等調整前中間
（当期）純利益

 850,546 707,758  1,177,594

減価償却費  172,179 194,416  375,847

長期前払費用償却額  1,129 731  1,993

のれん償却額  19,193 －  38,387

貸倒引当金の減少
（増加）額

 277 △1,884  1,397

労働災害損害賠償引
当金の減少額

 △819 －  △89,350

役員退職慰労引当金
の増加（減少）額

 △4,331 361  △373

退職給付引当金の増
加（減少）額

 △69,537 3,796  △51,902

賞与引当金の減少
（増加）額

 △42,732 △92,328  6,373

受取利息及び受取配
当金

 △987 △3,495  △2,977

支払利息  4,436 1,316  9,138

為替差損益  86 △229  86

有形固定資産売却益  △2,810 △694  △3,785

有形固定資産除却損  8,954 2,534  10,859

売上債権の増加額  △881,046 △874,402  △114,853

たな卸資産の減少
（増加）額

 △47,428 71,057  △389,405

仕入債務の増加額  489,530 238,150  57

その他  42,836 △61,598  81,809

小計  539,477 185,490 △353,986 1,050,896

利息及び配当金の受
取額

 987 2,886  2,701

利息の支払額  △5,293 △948  △8,338

法人税等の支払額  △309,168 △262,774  △560,339

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 226,004 △75,345 △301,349 484,919
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前中間連結会計期間

（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20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

     

定期預金の預入によ
る支出

 － △150,000  △450,000

定期預金の払戻によ
る収入

 － 50,000  －

有形固定資産の取得
による支出

 △125,936 △174,358  △403,573

有形固定資産の売却
による収入

 17,912 1,285  19,150

無形固定資産の取得
による支出

 △17,471 △37,796  △47,196

投資有価証券の取得
による支出

 △2,418 △2,423  △4,981

保険積立による支出  △1,284 △1,284  △2,678

貸付金の回収による
収入

 61 2,450  61

貸付けによる支出  － △15,700  －

その他  △10 －  704

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △129,147 △327,826 △198,678 △888,515

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入金増（減）
額

 200,000 －  △550,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △15,000 △12,500  △30,000

新株の発行による収
入

 － －  1,534,500

配当金の支払額  △14,541 △36,842  △14,541

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 170,458 △49,342 △219,800 939,958

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 △86 229 316 △86

Ⅴ　現金及び現金同等物の
減少（増加）額

 267,228 △452,285 △719,513 536,275

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,316,728 1,853,004 536,275 1,316,728

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 1,583,956 1,400,719 △183,237 1,853,004
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

１．連結の範囲に関する

事項

連結子会社の数　　　　２社

　子会社は、すべて連結して

おります。

同左

 

同左

 

 当該連結子会社の名称

太田工業㈱

日本不織布㈱

  

２．持分法の適用に関す

る事項

　該当事項はありません。 同左 同左

３．連結子会社の中間決

算日（決算日）等に関

する事項

　連結子会社のうち太田工業

㈱の中間決算日は２月28日で

あります。

　中間連結財務諸表の作成に

当たっては、同中間決算日現

在の財務諸表を使用し、中間

連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

　連結子会社のうち太田工業

㈱の中間決算日は２月29日で

あります。

　中間連結財務諸表の作成に

当たっては、同中間決算日現

在の財務諸表を使用し、中間

連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

　連結子会社のうち太田工業

㈱の決算日は８月31日であり

ます。

　連結財務諸表の作成に当

たっては、同決算日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整

を行っております。

４．会計処理基準に関す

る事項

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

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

により算定しておりま

す。）

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　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・製品・原材料・仕

掛品

　総平均法に基づく原価

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

 貯蔵品

　最終仕入原価法に基づ

く原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

 (2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①有形固定資産

　定率法によっております。

但し、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。

建物及び構築物

７～38年

機械装置及び運搬具

４～12年

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①有形固定資産

　定率法によっております。

但し、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。

建物及び構築物

７～38年

機械装置及び運搬具

４～12年

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①有形固定資産

　定率法によっております。

但し、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。

建物及び構築物

７～38年

機械装置及び運搬具

４～12年

  （追加情報）

　当社及び連結子会社は、

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％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年

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。　

　

（会計方針の変更）

　当社及び連結子会社は、

当連結会計年度より、法人

税法の改正（「所得税法等

の一部を改正する法律」

（平成19年３月30日 法律第

６号）及び「法人税法施行

令の一部を改正する政令」

（平成19年３月30日 政令第

83号））に伴い、平成19年

４月１日以降に取得したも

のについては、改正後の法

人税法に基づく減価償却の

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。

 ②無形固定資産

　定額法によっております。

　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）に基づく定額法により

償却しております。

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

　定額法によっております。

③長期前払費用

同左

③長期前払費用

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

 (3）重要な引当金の計上基準

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

額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金

　従業員賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち

当中間連結会計期間に負担

すべき額を計上しておりま

す。

②賞与引当金

同左

②賞与引当金

　従業員賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち

当連結会計年度に負担すべ

き額を計上しております。

 ③労働災害損害賠償引当金

　労働災害事故の被害者に

対する損害賠償金支払に備

えるため、損害賠償損失見

込額を計上しております。

③　 ―――――― ③　 ――――――

 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

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

 ⑤退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見積額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しております。

　なお、数理計算上の差異

は、５年による按分額を発

生の翌連結会計年度から費

用処理しております。

⑤退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務の見

込額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生し

ていると認められる額を計

上しております。

 　　なお、数理計算上の差異

は、５年による按分額を発

生の翌連結会計年度から費

用処理しております。

 

⑤退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務の見

込額に基づき、当連結会計

年度末において発生してい

ると認められる額を計上し

ております。

　なお、数理計算上の差異

は、５年による按分額を発

生の翌連結会計年度から費

用処理しております。

 （追加情報）

　当社は、平成18年10月１

日をもって税制適格退職年

金制度を解約し、確定拠出

型の年金制度及び退職一時

金制度とする退職給付制度

へ移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しており

ます。

　本移行に伴い、75,931千

円を特別利益に「適格年金

終了益」として計上し、税

金等調整前中間純利益が同

額増加しております。

（追加情報）

　当社は、平成18年10月１

日をもって税制適格退職年

金制度を解約し、確定拠出

型の年金制度及び退職一時

金制度とする退職給付制度

へ移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しており

ます。

　本移行に伴う影響額は、

特別利益に「適格年金終了

益」として77,771千円計上

されております。

　また、連結子会社におい

て確定拠出型の年金制度及

び退職一時金制度とする退

職給付制度への移行及び新

設について、厚生労働省の

承認（平成19年８月23日 近

厚発第0823005号）を受けま

した。なお、一部の連結子

会社で加入しておりました

中小企業退職共済制度につ

いては移行と同時に解約を

行っております。

　本移行及び新設に伴い、

従業員の過年度勤務期間に

対応する退職給付費用発生

額12,091千円を特別損失に

「過年度対応退職給付費

用」として計上しておりま

す。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

 (4）重要なリース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

(4）重要なリース取引の処理

方法

同左

(4）重要なリース取引の処理

方法

同左

 (5）その他中間連結財務諸表

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。

(5）その他中間連結財務諸表

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

同左

(5）その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要な

事項

消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッ

シュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・フ

ロー計算書）における

資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左 同左

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

（中間連結貸借対照表関係）

　当中間連結会計期間より、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づき、連結調整勘定及び営業権を「のれん」として

表示しております。

　なお、前中間連結会計期間において、営業権は、連結貸

借対照表の無形固定資産「その他」に742千円含まれており

ます。

（中間連結貸借対照表関係）

──────

　

（中間連結損益計算書関係）

　前中間連結会計期間において、営業外収益の「その他」

に含めて表示していた「為替差益」は、営業外収益の総額

の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より区分掲

記しております。

　なお、前中間連結会計期間において、為替差益は、中間

連結損益計算書の営業外収益「その他」に203千円含まれて

おります。

（中間連結損益計算書関係）

──────

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当中間連結会計期間より、連結調整勘定及び営業権を「の

れん」として表示したことに伴い、営業活動によるキャッ

シュ・フローの連結調整勘定償却額及び営業権償却額を「の

れん償却額」として表示しております。

　なお、前中間連結会計期間において、営業権償却額は、

連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッ

シュ・フロー「減価償却費」に247千円含まれております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年３月20日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月20日）

前連結会計年度末
（平成19年９月20日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、3,060,064千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、3,387,876千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、3,216,909千円であります。

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は次のとおりであ

ります。

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は次のとおりであ

ります。

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は次のとおりであ

ります。

担保に供している資産 担保に供している資産 担保に供している資産

建物及び構築物 173,981千円

土地 184,942千円

　　計 358,923千円

建物及び構築物 164,695千円

土地 184,942千円

　　計 349,637千円

建物及び構築物 169,139千円

土地 184,942千円

　　計 354,081千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

１年以内返済予

定長期借入金
30,000千円

長期借入金 55,000千円

　　計 85,000千円

１年以内返済予

定長期借入金
32,500千円

長期借入金 25,000千円

　　計 57,500千円

１年以内返済予

定長期借入金
30,000千円

長期借入金 40,000千円

　　計 70,000千円

※３．　　――――――― ※３．中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日満

期手形が中間連結会計期間末残高

に含まれております。

　受取手形　　111,429千円　　　

　　　　　　　　　　　

※３．　　―――――――
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

給料手当 424,956千円

賞与引当金繰入

額
164,670千円

退職給付費用 23,200千円

役員退職慰労引

当金繰入額
3,922千円

荷造運送費 353,312千円

給料手当 469,890千円

賞与引当金繰入

額
132,146千円

退職給付費用 25,223千円

役員退職慰労引

当金繰入額
3,967千円

荷造運送費 354,712千円

給料手当 853,629千円

賞与引当金繰入

額
200,116千円

退職給付費用 47,603千円

役員退職慰労引

当金繰入額
7,880千円

荷造運送費 649,278千円

※２．固定資産売却益は、次のとおり

であります。

※２．固定資産売却益は、次のとおり

であります。

※２．固定資産売却益は、次のとおり

であります。

機械装置及び運

搬具
2,810千円

機械装置及び運

搬具
694千円

機械装置及び運

搬具
3,785千円

※３．　　――――――― ※３．過年度損益修正益は、過年度に

おける労働保険料の修正によるも

のであります。

※３．　　―――――――

※４．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※４．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※４．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

建物及び構築物 3,050千円

機械装置及び運

搬具
5,507千円

その他 396千円

　　計 8,954千円

機械装置及び運

搬具
2,517千円

その他 17千円

　　計 2,534千円

建物及び構築物 6,080千円

機械装置及び運

搬具
3,419千円

その他 1,359千円

　　計 10,859千円

※５．　　――――――― ※５．過年度損益修正損は、過年度に

おける保険積立金の修正によるも

のであります。

※５．　　―――――――
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年９月21日　至　平成19年３月20日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 1,938,880 － － 1,938,880

合計 1,938,880 － － 1,938,880

２．配当に関する事項

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12月18日

定時株主総会
普通株式 14,541 7.50 平成18年９月20日 平成18年12月19日

当中間連結会計期間（自　平成19年９月21日　至　平成20年３月20日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 2,488,880 － － 2,488,880

合計 2,488,880 － － 2,488,880

２．配当に関する事項

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12月18日

定時株主総会
普通株式 37,333 15.00 平成19年９月20日 平成19年12月19日
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前連結会計年度（自　平成18年９月21日　至　平成19年９月20日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 1,938,880 550,000 － 2,488,880

合計 1,938,880 550,000 － 2,488,880

　（注）　発行済株式数の増加は、公募により550,000株の新株発行（払込期日：平成19年８月５日）を実施したことによ

る増加分であります。

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18年12月18日

定時株主総会
普通株式 14,541 7.50 平成18年９月20日 平成18年12月19日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（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18日

定時株主総会
普通株式 37,333 利益剰余金 15.00 平成19年９月20日 平成19年12月19日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

（平成19年３月20日現在） （平成20年３月20日現在） （平成19年９月20日現在）

現金及び預金勘定 1,583,956千円

　　　計 1,583,956千円

現金及び預金勘定 1,950,719千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△550,000千円

　　　計 1,400,719千円

現金及び預金勘定 2,303,004千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△450,000千円

　　　　計 1,853,004千円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20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

(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

　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

　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）

中間期
末残高
相当額
（千円）

(有形固定資産)
その他

22,480 15,107 7,372

ソフトウェア 10,380 9,564 815

合計 32,860 24,672 8,187

 

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

17,780 15,557 2,222

合計 17,780 15,557 2,222

 

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

22,480 17,799 4,680

合計 22,480 17,799 4,680

(2）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

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 6,308千円

１年超 2,717千円

合計 9,026千円

１年内 2,717千円

１年超 －千円

合計 2,717千円

１年内 4,960千円

１年超 390千円

合計 5,351千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 3,957千円

減価償却費相当額 3,730千円

支払利息相当額 148千円

支払リース料 2,689千円

減価償却費相当額 2,457千円

支払利息相当額 56千円

支払リース料 7,732千円

減価償却費相当額 7,238千円

支払利息相当額 247千円

(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

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年３月20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）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 49,562 65,986 16,424

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 49,562 65,986 16,424

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 2,080

当中間連結会計期間末（平成20年３月20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）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 54,549 58,846 4,296

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 54,549 58,846 4,296

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 2,080
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前連結会計年度（平成19年９月20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）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 52,125 57,530 5,404

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 52,125 57,530 5,404

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 2,080

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自　平成18年９月21日　至　平成19年３月20日）、当中間連結会計期間（自　平成19年９

月21日　至　平成20年３月20日）及び前連結会計年度（自　平成18年９月21日　至　平成19年９月20日）において、

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年９月21日　至　平成19年３月20日）

　当中間連結会計期間に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年９月21日　至　平成20年３月20日）

　当中間連結会計期間に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年９月21日　至　平成19年９月20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17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役７名、当社監査役１名、当社従業員26名、

当社子会社取締役１名

ストック・オプションの数（注） 普通株式　40,000株

付与日 平成17年９月29日

権利確定条件

権利行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監

査役若しくは従業員の地位にあることを要す。但し、当社

又は当社の子会社の取締役若しくは監査役を任期満了によ

り退任した場合、従業員が定年退職した場合、その他の正

当な理由によりその地位を失った場合には、その後１年間

についてはこの限りではない。

対象勤務期間 ２年間（自平成17年９月29日　至平成19年９月28日）

権利行使期間 平成19年９月29日から平成25年９月29日まで

　（注）　株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成19年９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17年ストック・オプション

権利確定前　　　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 40,000

付与 －

失効 1,500

権利確定 －

未確定残 38,500

権利確定後　　　　　　　  （株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

②　単価情報

 平成17年ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　　（円） 1,370

行使時平均株価　　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）　（円） －
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年９月21日　至平成19年３月20日）

 
環境資材事業
（千円）

産業資材事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 5,563,685 1,104,262 6,667,947 － 6,667,947

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
3,167 48,254 51,422 (51,422) －

計 5,566,852 1,152,517 6,719,370 (51,422) 6,667,947

営業費用 4,698,564 1,046,386 5,744,951 141,995 5,886,947

営業利益 868,288 106,130 974,418 (193,417) 781,000

当中間連結会計期間（自平成19年９月21日　至平成20年３月20日）

 
環境資材事業
（千円）

産業資材事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 5,493,591 1,004,085 6,497,677 － 6,497,677

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 67,190 67,190 (67,190) －

計 5,493,591 1,071,276 6,564,868 (67,190) 6,497,677

営業費用 4,669,672 990,680 5,660,353 143,408 5,803,761

営業利益 823,919 80,595 904,515 (210,599) 693,915

前連結会計年度（自平成18年９月21日　至平成19年９月20日）

 
環境資材事業
（千円）

産業資材事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 10,222,998 2,125,114 12,348,112 － 12,348,112

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
4,822 96,700 101,523 (101,523) －

計 10,227,821 2,221,815 12,449,636 (101,523) 12,348,112

営業費用 8,797,336 2,065,265 10,862,601 354,642 11,217,243

営業利益 1,430,485 156,549 1,587,034 (456,165) 1,130,868
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　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

(1）環境資材事業・・・・盛土補強材、土木シート、接着アンカー、海洋汚濁防止膜、オイルフェンス、暗渠

排水材

(2）産業資材事業・・・・細巾織物二次製品、精密機器洗浄用ワイピングクロス、不織布

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

 
前中間連結会
計期間

（千円）

当中間連結会
計期間

（千円）

前連結会計年
度

（千円）
主な内容

消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営

業費用の金額

198,476 216,448 467,048

基礎的試験研究費、企業イメージ広

告に要した費用及び当社の総務・経

理部門等の管理部門に係る費用であ

ります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成18年９月21日　至　平成19年３月20日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

９月21日　至　平成20年３月20日）及び前連結会計年度（自　平成18年９月21日　至　平成19年９月20日）にお

いて、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自　平成18年９月21日　至　平成19年３月20日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

９月21日　至　平成20年３月20日）及び前連結会計年度（自　平成18年９月21日　至　平成19年９月20日）にお

いて、海外売上高がないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

１株当たり純資産額 3,488.86円

１株当たり中間純利益金額 231.26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、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。

１株当たり純資産額 3,538.23円

１株当たり中間純利益金額 156.08円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
155.50円

１株当たり純資産額 3,397.41円

１株当たり当期純利益金額 304.38円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
301.84円

　（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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日)

前連結会計年度
(自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日)

中間（当期）純利益（千円） 448,389 388,467 611,717

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）
448,389 388,467 611,717

期中平均株式数（株） 1,938,880 2,488,880 2,009,702

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に用いられた中間（当期）

純利益調整額（千円）

－ － －

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に用いられた普通株式増加

数（株）

－ 9,296 16,910

（うち新株予約権） (－) (9,296) (16,910)

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１種類（新

株予約権の数79個）

　新株予約権の概要は、

30ページ（ストック・オ

プション等関係）に記載

のとおりであります。

―――――― ――――――

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成19年３月20日）
当中間会計期間末

（平成20年３月20日）
対前中間期
比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年９月20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  1,150,266   1,531,385    1,828,508   

２．受取手形 ※４ 2,791,920   2,894,633    2,257,407   

３．売掛金  2,083,488   2,092,657    1,856,699   

４．たな卸資産  1,429,628   1,726,087    1,794,719   

５．繰延税金資産  166,219   106,735    146,008   

６．その他  24,107   27,902    21,320   

貸倒引当金  △1,980   △2,524    △2,323   

流動資産合計   7,643,650 62.3  8,376,877 64.4 733,227  7,902,340 62.9

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1) 建物及び構
築物

※２ 1,056,627   986,385    1,021,786   

(2) 機械装置及
び運搬具

 410,441   389,488    417,021   

(3) 土地 ※２ 1,125,105   1,166,269    1,140,053   

(4) 建設仮勘定  9,782   13,302    4,995   

(5) その他  102,387   182,600    156,756   

有形固定資産
合計

 2,704,345   2,738,045   33,700 2,740,612   

２．無形固定資産            

(1) ソフトウェ
ア

 61,538   86,940    54,337   

(2) その他  14,666   13,411    24,961   

無形固定資産
合計

 76,205   100,351   24,146 79,298   

３．投資その他の
資産

           

(1) 投資有価証
券

 67,986   60,846    59,530   

(2) 関係会社株
式

 1,058,722   1,058,722    1,058,722   

(3) 関係会社長
期貸付金

 570,000   500,000    550,000   

(4) 繰延税金資
産

 477,895   502,475    491,950   

(5) その他  138,704   143,360    143,522   

貸倒引当金  △3,784   △5,540    △5,533   

投資評価引
当金

 △464,361   △464,361    △464,361   

投資その他の
資産合計

 1,845,163   1,795,503   △49,660 1,833,830   

固定資産合計   4,625,714 37.7  4,633,900 35.6 8,186  4,653,741 37.1

資産合計   12,269,365 100.0  13,010,778 100.0 741,413  12,556,082 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年３月20日）
当中間会計期間末

（平成20年３月20日）
対前中間期
比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年９月20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
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形  1,993,377   1,754,815    1,473,351   

２．買掛金  534,118   524,172    542,719   

３．短期借入金  800,000   －    －   

４．１年以内返済
予定長期借入
金

※２ 30,000   32,500    30,000   

５．未払金  362,270   326,147    377,987   

６．未払法人税等  341,199   270,930    240,006   

７．賞与引当金  226,044   185,344    274,936   

８．労働災害損害
賠償引当金

 88,531   －    －   

９．設備支払手形  28,533   82,369    79,255   

10．その他  83,342   80,626    75,760   

流動負債合計   4,487,418 36.6  3,256,906 25.0 △1,230,511  3,094,016 24.6

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２ 55,000   25,000    40,000   

２．役員退職慰労
引当金

 640,985   645,304    644,943   

３．退職給付引当
金

 135,050   144,800    140,594   

固定負債合計   831,035 6.7  815,105 6.3 △15,930  825,537 6.6

負債合計   5,318,453 43.3  4,072,011 31.3 △1,246,441  3,919,554 31.2
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前中間会計期間末

（平成19年３月20日）
当中間会計期間末

（平成20年３月20日）
対前中間期
比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年９月20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   256,672 2.1  1,023,922 7.9 767,250  1,023,922 8.2

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  216,300   983,550    983,550   

資本剰余金合
計

  216,300 1.8  983,550 7.6 767,250  983,550 7.8

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  6,450   6,450    6,450   

(2）その他利益
剰余金

           

特別償却準
備金

 42,159   30,953    35,962   

別途積立金  5,900,000   6,400,000    5,900,000   

繰越利益剰
余金

 519,547   491,332    683,424   

利益剰余金合
計

  6,468,156 52.7  6,928,735 53.2 460,578  6,625,837 52.8

株主資本合計   6,941,128 56.6  8,936,207 68.7 1,995,078  8,633,309 68.8

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  9,782 0.1  2,559 0.0 △7,223  3,218 0.0

評価・換算差額
等合計

  9,782 0.1  2,559 0.0 △7,223  3,218 0.0

純資産合計   6,950,911 56.7  8,938,766 68.7 1,987,855  8,636,528 68.8

負債純資産合計   12,269,365 100.0  13,010,778 100.0 741,413  12,556,082 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20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９月21日
至　平成19年９月20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   6,062,183 100.0  5,887,507 100.0 △174,676  11,083,831 100.0

Ⅱ　売上原価   3,747,095 61.8  3,578,332 60.8 △168,762  6,844,601 61.8

売上総利益   2,315,088 38.2  2,309,174 39.2 △5,913  4,239,230 38.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  1,599,722 26.4  1,705,252 29.0 105,530  3,235,620 29.1

営業利益   715,365 11.8  603,922 10.2 △111,443  1,003,610 9.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  24,573 0.4  25,432 0.4 858  49,067 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  7,816 0.1  5,235 0.0 △2,580  30,778 0.3

経常利益   732,123 12.1  624,118 10.6 △108,004  1,021,899 9.2

Ⅵ　特別利益 ※３  75,931 1.2  19,966 0.3 △55,965  83,631 0.8

Ⅶ　特別損失 ※４  5,831 0.1  11,942 0.2 6,110  8,476 0.1

税引前中間
（当期）純利
益

  802,223 13.2  632,142 10.7 △170,080  1,097,054 9.9

法人税、住民
税及び事業税

 332,652   262,714    459,191   

法人税等調整
額

 44,894 377,547 6.2 29,196 291,910 4.9 △85,636 55,507 514,698 4.6

中間（当期）
純利益

  424,675 7.0  340,231 5.8 △84,444  582,356 5.3
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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９月21日　至平成19年３月20日）

 

株主資本
評価・換算
差額等

純資産
合計

資本金

資本
剰余金

利益剰余金

利益
剰余金
合計

株主
資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

資本
準備金

利益
準備金

その他利益剰余金

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年９月20日残高
（千円）

256,672 216,300 6,450 48,356 5,600,000 403,216 6,058,022 6,530,994 8,514 6,539,508

中間会計期間中の変動
額

          

剰余金の配当      △14,541 △14,541 △14,541  △14,541

特別償却準備金の取
崩

   △6,196  6,196 － －  －

別途積立金の積立     300,000 △300,000 － －  －

中間純利益      424,675 424,675 424,675  424,675

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額）

        1,268 1,268

中間会計期間中の変動
額合計　　　（千円）

－ － － △6,196 300,000 116,331 410,134 410,134 1,268 411,402

平成19年３月20日残高
（千円）

256,672 216,300 6,450 42,159 5,900,000 519,547 6,468,156 6,941,128 9,782 6,950,911

当中間会計期間（自平成19年９月21日　至平成20年３月20日）

 

株主資本
評価・換算
差額等

純資産
合計

資本金

資本
剰余金

利益剰余金

利益
剰余金
合計

株主
資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

資本
準備金

利益
準備金

その他利益剰余金

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成19年９月20日残高
（千円）

1,023,922 983,550 6,450 35,962 5,900,000 683,424 6,625,837 8,633,309 3,218 8,636,528

中間会計期間中の変動
額

          

剰余金の配当      △37,333 △37,333 △37,333  △37,333

特別償却準備金の取
崩

   △5,009  5,009 － －  －

別途積立金の積立     500,000 △500,000 － －  －

中間純利益      340,231 340,231 340,231  340,231

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額）

        △659 △659

中間会計期間中の変動
額合計　　　（千円）

－ － － △5,009 500,000 △192,092 302,898 302,898 △659 302,238

平成20年３月20日残高
（千円）

1,023,922 983,550 6,450 30,953 6,400,000 491,332 6,928,735 8,936,207 2,559 8,938,766
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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９月21日　至平成19年９月20日）

 

株主資本
評価・換算
差額等

純資産
合計

資本金

資本
剰余金

利益剰余金

利益
剰余金
合計

株主
資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

資本
準備金

利益
準備金

その他利益剰余金

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年９月20日残高
（千円）

256,672 216,300 6,450 48,356 5,600,000 403,216 6,058,022 6,530,994 8,514 6,539,508

事業年度中の変動額           

新株の発行 767,250 767,250      1,534,500  1,534,500

剰余金の配当      △14,541 △14,541 △14,541  △14,541

特別償却準備金の取
崩

   △12,393  12,393 － －  －

別途積立金の積立     300,000 △300,000 － －  －

当期純利益      582,356 582,356 582,356  582,356

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）

        △5,295 △5,295

事業年度中の変動額合
計　　　　　（千円）

767,250 767,250 － △12,393 300,000 280,208 567,814 2,102,314 △5,295 2,097,019

平成19年９月20日残高
（千円）

1,023,922 983,550 6,450 35,962 5,900,000 683,424 6,625,837 8,633,309 3,218 8,636,528
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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９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前事業年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

１．資産の評価基準及び

評価方法

(1）有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価

法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

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

により算定しておりま

す。）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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・製品・原材料・仕

掛品

　総平均法に基づく原価

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

 貯蔵品

　最終仕入原価法に基づ

く原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前事業年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

２．固定資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

但し、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　　　　　７～38年

機械装置　　　７～12年

工具器具備品　２～10年

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

但し、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　　　　　７～38年

機械装置　　　７～12年

工具器具備品　２～10年

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

但し、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　　　　　７～38年

機械装置　　　７～12年

工具器具備品　２～10年

   （追加情報）

 　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。

（会計方針の変更）

　当事業年度より、法人税

法の改正（「所得税法等の

一部を改正する法律」（平

成19年３月30日 法律第６

号）及び「法人税法施行令

の一部を改正する政令」

（平成19年３月30日 政令第

83号））に伴い、平成19年

４月１日以降に取得したも

のについては、改正後の法

人税法に基づく減価償却の

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。

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。

　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）に基づく定額法により

償却しております。

(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

　定額法によっております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法 ────── ────── 株式交付費

　支出時に全額費用として処

理しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前事業年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

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

当中間会計期間に負担すべ

き額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち

当期に負担すべき額を計上

しております。

 (3）労働災害損害賠償引当金

　労働災害事故の被害者に

対する損害賠償金支払に備

えるため、損害賠償損失見

込額を計上しております。

(3）　 ―――――― (3）　 ――――――

 (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

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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前事業年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

 (5）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。

　なお、数理計算上の差異

は、５年による按分額を発

生の翌期から費用処理して

おります。

(5）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、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。

 　　なお、数理計算上の差異

は、５年による按分額を発

生の翌期から費用処理して

おります。

(5）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、当事業年度末に

おいて発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。

　なお、数理計算上の差異

は、５年による按分額を発

生の翌期から費用処理して

おります。

 （追加情報）

　当社は、平成18年10月１

日をもって税制適格退職年

金制度を解約し、確定拠出

型の年金制度及び退職一時

金制度とする退職給付制度

へ移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しており

ます。

　本移行に伴い、75,931千

円を特別利益に計上し、税

引前中間純利益が同額増加

しております。

 （追加情報）

　当社は、平成18年10月１

日をもって税制適格退職年

金制度を解約し、確定拠出

型の年金制度及び退職一時

金制度とする退職給付制度

へ移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処

理」(企業会計基準適用指針

第１号)を適用しております。

　本移行に伴う影響額は、

特別利益に「適格年金終了

益」として77,771千円計上

されております。

 (6）投資評価引当金

　子会社株式に対する投資

損失に備えるため、投資先

の財政状態等を考慮して計

上しております。

(6）投資評価引当金

同左

(6）投資評価引当金

同左

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．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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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年３月20日）

当中間会計期間末
（平成20年３月20日）

前事業年度末
（平成19年９月20日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,865,813千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

3,125,608千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,986,334千円

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は次のとおりであ

ります。

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は次のとおりであ

ります。

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は次のとおりであ

ります。

担保に供している資産 担保に供している資産 担保に供している資産

建物及び構築物 173,981千円

土地 184,942千円

　　計 358,923千円

建物及び構築物 164,695千円

土地 184,942千円

　　計 349,637千円

建物及び構築物 169,139千円

土地 184,942千円

　　計 354,081千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

１年以内返済予

定長期借入金
30,000千円

長期借入金 55,000千円

　　計 85,000千円

１年以内返済予

定長期借入金
32,500千円

長期借入金 25,000千円

　　計 57,500千円

１年以内返済予

定長期借入金
30,000千円

長期借入金 40,000千円

　　計 70,000千円

　３．偶発債務

債務保証

　次の関係会社について、金融

機関からの借入に対し債務保証

を行っております。

　３．偶発債務

債務保証

　次の関係会社について、金融

機関からの借入に対し債務保証

を行っております。

　３．偶発債務

債務保証

　次の関係会社について、金融

機関からの借入に対し債務保証

を行っております。

保証先 金額 内容

日本不織
布㈱

100,000千円
金融機関
借入金

保証先 金額 内容

日本不織
布㈱

100,000千円
金融機関
借入金

保証先 金額 内容

日本不織
布㈱

100,000千円
金融機関
借入金

※４．　　――――――― ※４．中間期末日満期手形

　中間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

をしております。なお、当中間会

計期間の末日は金融機関の休日で

あったため、次の中間期末日満期

手形が中間期末残高に含まれてお

ります。

　　　受取手形　　109,438千円

※４．　　―――――――
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前事業年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20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 3,124千円

受取配当金 487千円

業務受託収益 15,000千円

受取利息 5,768千円

受取配当金 365千円

業務受託収益 15,000千円

受取利息 7,487千円

受取配当金 990千円

業務受託収益 30,000千円

※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 3,944千円

株式交付費 600千円

クレーム補償費 2,857千円

支払利息 350千円

為替差損 729千円

クレーム補償費 4,000千円

支払利息 7,820千円

株式交付費

クレーム補償費

19,138

3,103

千円

千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

適格年金終了益 75,931千円 固定資産売却益 694千円

過年度損益修正

益
19,271千円

適格年金終了益 77,771千円

労働災害損害賠

償引当金戻入益
5,859千円

 　    過年度損益修正益は、過年度に

おける労働保険料の修正によるも

のであります。

 

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 5,831千円 固定資産除却損 17千円

過年度損益修正

損
11,924千円

固定資産除却損 7,736千円

       過年度損益修正損は、過年度に

おける保険積立金の修正によるも

のであります。

 

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 115,989千円

無形固定資産 24,920千円

有形固定資産 146,142千円

無形固定資産 14,287千円

有形固定資産 255,143千円

無形固定資産 47,760千円

（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９月21日　至　平成19年３月20日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年９月21日　至　平成20年３月20日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年９月21日　至　平成19年９月20日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前事業年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20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

(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

　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

　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）

中間期
末残高
相当額
（千円）

(有形固定資産)
その他

22,480 15,107 7,372

ソフトウェア 10,380 9,564 815

合計 32,860 24,672 8,187

 

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

17,780 15,557 2,222

合計 17,780 15,557 2,222

 

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

22,480 17,799 4,680

合計 22,480 17,799 4,680

(2）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

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 6,308千円

１年超 2,717千円

合計 9,026千円

１年内 2,717千円

１年超 －千円

合計 2,717千円

１年内 4,960千円

１年超 390千円

合計 5,351千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 3,957千円

減価償却費相当額 3,730千円

支払利息相当額 148千円

支払リース料 2,689千円

減価償却費相当額 2,457千円

支払利息相当額 56千円

支払リース料 7,732千円

減価償却費相当額 7,238千円

支払利息相当額 247千円

(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

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年９月21日
至　平成19年３月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日）

前事業年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

１株当たり純資産額 3,585.01円

１株当たり中間純利益金額 219.03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、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。

１株当たり純資産額 3,591.48円

１株当たり中間純利益金額 136.70円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益
136.19円

１株当たり純資産額 3,470.05円

１株当たり当期純利益金額 289.77円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
287.35円

　（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９月21日
至　平成19年３月20日)

当中間会計期間
(自　平成19年９月21日
至　平成20年３月20日)

前事業年度
(自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日)

中間（当期）純利益（千円） 424,675 340,231 582,356

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）
424,675 340,231 582,356

期中平均株式数（株） 1,938,880 2,488,880 2,009,702

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に用いられた中間（当期）

純利益調整額（千円）

－ － －

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に用いられた普通株式増加

数（株）

－ 9,296 16,910

（うち新株予約権） (－) (9,296) (16,910)

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１種類（新

株予約権の数79個）

　新株予約権の概要は、

30ページ（ストック・オ

プション等関係）に記載

のとおりであります。

―――――― ――――――

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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