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１．平成20年９月中間期の業績（平成20年３月21日～平成20年９月20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 ％

20年９月中間期 3,529 △6.9 33 △64.2 72 △48.2 △8 －

19年９月中間期 3,790 △10.3 93 △24.5 140 △19.1 85 △8.0

20年３月期 7,647  190  286  153  

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９月中間期 △1 92 －  

19年９月中間期 18 36 －  

20年３月期 33 07 －  

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

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年９月中間期 4,523 2,714 60.0 585 55

19年９月中間期 4,500 2,763 61.4 596 08

20年３月期 4,658 2,791 59.9 602 25

（参考）自己資本 20年９月中間期 2,714百万円 19年９月中間期 2,763百万円 20年３月期 2,791百万円

(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

20年９月中間期 265 △163 △59 508

19年９月中間期 △37 △17 △59 571

20年３月期 △132 △25 △61 465

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭
20年３月期 0 00 12 50 12 50
21年３月期（実績） 0 00 －
21年３月期（予想） － 12 50 12 50

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年３月21日～平成21年３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 7,000 △8.5 40 △78.9 120 △58.0 10 △93.5 2 16
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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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、14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」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） 20年９月中間期 4,680,000株 19年９月中間期 4,680,000株 20年３月期 4,680,000株

②　期末自己株式数 20年９月中間期 44,636株 19年９月中間期 43,936株 20年３月期 44,636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、24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

　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」をご覧下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

① 当中間期の経営成績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、原油・資源価格の高止まり、米国のサブプライム問題に端を発した世界

的な金融危機に伴う円高・株安等を背景に、資源高から企業の設備投資は低調に推移し、個人消費も日用品の相次

ぐ価格引き上げにより冷え込むなど国内景気は減速傾向が強まる状況で推移しました。

　当機械工具業界におきましては、こうした市場環境を受けて、これまでの景気を牽引してきた自動車産業・ＩＴ

産業を中心とする製造業に全体的な停滞感がみられ、ユーザーの設備投資に対する慎重な姿勢が窺われました。

　このような環境下にあって当社は、技術部を中心に全社的な新規ユーザーの発掘や岩手県宮古市への新たな拠点

創設など、顧客ニーズに重点を置いた営業基盤の強化・拡充に努めてまいりました。

　しかしながら、大口ユーザーであるＩＴ関連での減産や、設備投資抑制からの工作機械の受注減少により、当中

間期の売上高につきましては3,529百万円（前年同期比6.9％減）となりました。一方、利益につきましては、営業

利益33百万円（前年同期比64.2％減）、経常利益72百万円（前年同期比48.2％減）、中間純利益では、去る７月18

日発表の会計基準変更による特別損失計上（役員退職慰労引当金繰入額の過年度分71百万円）もあり、８百万円の

損失となりました。

② 通期の見通し

　下期の景気動向として、金融不安による景気後退が長期化の様相を呈しており、堅調だった海外向け自動車の減

産の影響等、製造業に密接に関わる当機械工具業界としても、厳しい市場環境が続くものと予想されることから、

下期の売上高は横這い程度と見込んでおります。

　一方、利益につきましては、原材料高騰からくる仕入価格上昇による利益率低下も危惧される状況にあります。

　このような状況を踏まえて、当社としてはビジネスチャンスを確実に捕捉するとともにコストダウンの徹底に努

めてまいりたいと考えますが、通期の業績見通しとしては、去る10月28日修正発表のとおり、売上高7,000百万円

（前年同期比8.5％減）、営業利益40百万円（前年同期比78.9％減）、経常利益120百万円（前年同期比58.0％減）、

当期純利益10百万円（前年同期比93.5％減）を予定しております。

　なお、期末の配当予想については、当初計画どおり１株当たり期末配当金12円50銭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4,523百万円となり、前年同期と比較し22百万円増加したしました。

　流動資産は3,266百万円となり、前年同期と比較し137百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の減

少88百万円及び商品の減少53百万円によるものであります。

　固定資産は1,256百万円となり、前年同期と比較し160百万円増加いたしました。主な要因は、本社隣地土地・建

物の取得による有形固定資産の増加49百万円、投資有価証券の取得による増加47百万円及び繰延税金資産が65百万

円によるものであります。

　負債合計は1,809百万円となり、前年同期と比較し72百万円増加いたしました。主な要因は、役員退職慰労引当金

73百万円の計上によるものであります。

　純資産は2,714百万円となり、前年同期と比較し49百万円減少いたしました。主な要因は、その他有価証券評価差

額が50百万円減少したことによるものであります。

　以上の結果、自己資本比率は前年同期の61.4％から60.0％に下降いたしました。

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（以下「資金」という。）の残高は508百万円となり、前中間会計

期間末と比較し63百万円減少（前年同期比11.1％減）しました。

　当中間会計期間中における各キャッシュ・フローの状況は、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）

　営業活動の結果得られた資金は265百万円（前年同期は37百万円の支出）となりました。主な要因は、売上債権の

減少による367百万円及び役員退職慰労引当金の増加73百万円によるものであります。

（投資活動のよるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は163百万円（前年同期比865.2％増）となりました。主な要因は、投資有価証券の

取得による支出126百万円と有形固定資産の取得による支出58百万円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）

　財務活動の結果使用した資金は59百万円（前年同期比0.2％増）となりました。これは、配当金の支払57百万円等

であります。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期
平成20年９月

中間期

自己資本比率（％） 62.8 59.5 60.3 59.9 60.0

時価ベースの自己資本比率

（％）
38.5 52.4 43.6 28.7 25.5

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
－ － － － 0.1

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － 395.3 － 580.7

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

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）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注３）有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主への利益還元の維持・向上を念頭に、安定配当に努めることを基本として、更に長期的な視野に立っ

て安定的な経営基盤を確保するための内部留保を勘案して方針を決定しております。

　内部留保につきましては、財務体質の強化に努めながら積極的な事業展開と経営環境の急激な変化に備えるととも

に、新たな成長に繋がる投資などにも充当する考えであります。

　また、当社の剰余金の配当は、株主総会の決議による期末配当を基本方針としておりますが、「取締役会の決議に

より、毎年９月20日を基準として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

　当期の配当金につきましては、期末に１株当たり12円50銭を予定しております。

(4）事業等のリスク

　当社の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性があると考えられる事項には、以下のようなものがあ

ります。

① 景気変動リスク

　当社は、機械・工具類の専門商社を追求しておりますが、一般的に景況の先行指数とされる設備投資動向と密接

な関係があります。

　従いまして、設備関連需要の下降局面では、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

② 債権管理リスク

　東北４県、関東１県に跨る取引先構成はリスク分散になっておりますが、設備投資に関連する分野での景気の影

響を受けやすく、潜在的に与信リスクの可能性を有しております。

　従いまして、国内景気の動向によっては、貸倒引当金積み増しの事態が生じる可能性があります。

　なお、債権管理においては、より一層信用状態を継続的に把握するなど不良債権の発生防止には万全を期してお

ります。

③ 在庫品リスク

　需要の厳しい変化に伴い、商品の短命化、コスト削減に伴う設計変更、リードタイムの短縮、購買方針の変更等

により、当社の在庫品の動きが緩慢になり滞留化することが考えられます。このことは、在庫処分の処置を講ずる

こととなり収益性に影響を与える可能性がありますので、当社の在庫管理規程を遵守し滞留在庫の発生防止に努め

てまいります。
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２．企業集団の状況
　当社は、機械工具類の販売を営む専門商社でありますが、事業上で企業集団を構成する関係会社がないため、連結財

務諸表を作成しておりませんので、企業集団の状況の記載は該当ありません。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「企業の永続繁栄」「企業の存在価値」「企業の環境責任」を経営上の基本方針として捉え、業界地位の

向上に取組んでおります。「お客様第一」の基本姿勢のもと、多様化するユーザーニーズに合ったサービスの提供を

モットーとして、お客様に信頼される機械工具専門商社を目指すべく「商品力」「価格力」「営業力」「財務力」の

体質強化をキーワードに、企業体質の改善・収益基盤の拡大に努めてまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社は、収益性の高い経営基盤の確立を目指しており、特に、売上総利益率の改善、仕入改革・経費の節減などに

よる営業利益の創造、或いは経常利益の向上など、損益分岐点重視の経営を主眼に、財務体質の強化を図りバランス

の取れた企業への成長を目指しております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　経営環境は、企業間競争が激化し、今後とも極めて厳しい状況が続くものと思われますが、危機管理体制強化の観

点から先行管理に徹し、発生する諸々の経営課題に積極的に取組み信頼される企業として、更なる発展に努め一層高

い経営基盤の確立を目指してまいります。

　具体的には、収益重視型経営の実現に向けての営業基盤・財務基盤の確立と将来を展望しての人材育成の強化を施

策の重点テーマとして、企業の永久発展の礎を創ってまいりたいと考えます。

(4）会社の対処すべき課題

① 企業の社会的責任（ＣＳＲ）

　昨今、企業の不祥事が多発化する状況を背景に、企業活動がもたらす社会への影響力に鑑み、企業の社会的責任

への関心は近年ますます高まりつつあります。こうした中にあり、当社は一昨年２月に国際規格「ＩＳＯ１４００

１」を認証取得し、企業活動の課題である環境保護に取組んでおりますが、今後もステークホルダーそれぞれの関

係をこれまで以上に大切にしていくためにも、具体的な実効性のある配慮行動をいかにとっていくかが課題であり

ます。

② 顧客満足度の追求

　「お客様第一」の基本姿勢のもと、お客様からの揺ぎ無い信頼を確保するためにも、価格面やサービス体制面は

もとより情報提供面でも、いかにユーザーニーズに応え「顧客満足度」を高められるかが、不偏の課題であります。

③ 差別化戦略の展開

　新組織体制で創設された技術部が中心となり、これまで当社の実施してきたビジネスモデルを新たな領域に広げ

ること、また当社の販売商品作り・販売方法等にオリジナリティを加えた新たなビジネスモデルを構築して、他社

にない差別化戦略を展開していけるかが、今後の技術商社としての課題であります。

④ 人材の確保と育成

　人材が最も重要な経営資源と捉えており、優秀な人材の確保と育成が今後の当社の成長戦略には欠かせないと考

えております。新規採用社員はもとより管理職を含め社員一人一人の能力を最大限に引き出す職場環境を実現する

ことは企業にとって従来以上に重要になっておりますことから、教育・研修の強化に向けた環境作りや研修制度の

充実をはかってまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

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

方及びその整備状況」に記載しております。　

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成19年９月20日）

当中間会計期間末
（平成20年９月20日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年３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 596,667 508,657 491,065

２　受取手形 ※５ 641,228 800,110 640,447

３　売掛金 1,836,489 1,686,378 2,213,800

４　商品 273,936 220,761 202,077

５　繰延税金資産 19,677 19,029 22,926

６　その他 39,087 34,016 40,181

貸倒引当金 △2,100 △1,960 △2,110

流動資産合計 3,404,987 75.7 3,266,994 72.2 △137,992 3,608,388 77.5

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１　建物 144,287 155,435 140,296

２　土地 229,357 269,006 229,357

３　その他 8,832 7,057 7,664

有形固定資産
合計

382,477 431,499 377,318

(2）無形固定資産 22,309 18,098 20,204

(3）投資その他の
資産

１　投資有価証
券

598,762 645,907 536,783

２　繰延税金資
産

4,633 70,116 30,851

３　その他 ※２ 94,010 95,892 89,637

貸倒引当金 △6,661 △5,155 △5,155

投資その他の
資産合計

690,745 806,760 652,116

固定資産合計 1,095,532 24.3 1,256,358 27.8 160,826 1,049,639 22.5

資産合計 4,500,519 100.0 4,523,352 100.0 22,833 4,658,028 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年９月20日）

当中間会計期間末
（平成20年９月20日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年３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 678,180 725,418 673,559

２　買掛金 797,866 739,210 906,449

３　未払法人税等 62,669 38,963 72,816

４　賞与引当金 19,500 19,600 21,400

５　役員賞与引当
金

6,500 6,500 13,000

６　その他 ※６ 86,061 120,285 96,191

流動負債合計 1,650,777 36.7 1,649,977 36.5 △799 1,783,417 38.3

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当
金

69,306 73,452 68,535

２　役員退職慰労
引当金

－ 73,807 －

３　長期未払金 16,980 11,886 14,433

固定負債合計 86,286 1.9 159,146 3.5 72,859 82,969 1.8

負債合計 1,737,064 38.6 1,809,123 40.0 72,059 1,866,386 40.1

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  1,017,550 22.6 1,017,550 22.5 － 1,017,550 21.8

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  587,550 587,550 587,550

(2）その他資本
剰余金

 587,085 587,085 587,085

資本剰余金合
計

 1,174,635 26.1 1,174,635 26.0 － 1,174,635 25.2

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  42,664 42,664 42,664

(2）その他利益
剰余金

 

別途積立金  332,000 382,000 332,000

繰越利益剰
余金

 164,951 116,322 233,142

利益剰余金合
計

 539,615 12.0 540,986 12.0 1,371 607,807 13.0

４　自己株式  △6,633 △0.1 △6,878 △0.2 △245 △6,878 △0.1

株主資本合計  2,725,167 60.6 2,726,293 60.3 1,126 2,793,114 60.0

Ⅱ　評価・換算差額
等

        

１　その他有価証
券評価差額金

 38,287 0.8 △12,064 △0.3 △50,351 △1,473 △0.0

評価・換算差額
等合計

 38,287 0.8 △12,064 △0.3 △50,351 △1,473 △0.0

純資産合計  2,763,454 61.4 2,714,229 60.0 △49,225 2,791,641 59.9

負債純資産合計  4,500,519 100.0 4,523,352 100.0 22,833 4,658,028 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
(自　平成19年３月21日
　至　平成19年９月20日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月21日
　至　平成20年９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19年３月21日
　至　平成20年３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 3,790,404 100.0 3,529,837 100.0 △260,567 7,647,418 100.0

Ⅱ　売上原価 3,251,023 85.8 3,025,788 85.7 △225,234 6,568,899 85.9

売上総利益 539,381 14.2 504,048 14.3 △35,332 1,078,519 14.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

446,038 11.7 470,677 13.3 24,639 887,662 11.6

営業利益 93,342 2.5 33,370 0.9 △59,971 190,857 2.5

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 788 726 1,524

２　仕入割引 34,812 30,952 68,057

３　その他 12,485 48,086 1.2 9,278 40,956 1.2 △7,130 26,901 96,483 1.2

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 600 460 1,117

２　その他 674 1,274 0.0 1,292 1,753 0.0 478 209 1,326 0.0

経常利益 140,154 3.7 72,573 2.1 △67,580 286,014 3.7

Ⅵ　特別利益

１　投資有価証券
売却益

5,320 － 3,300

２　貸倒引当金戻
入益

－ 5,320 0.1 150 150 0.0 △5,170 － 3,300 0.0

Ⅶ　特別損失

１　投資有価証券
売却損

850 － 1,850

２　投資有価証券
評価損

309 － 372

３　役員退職慰労
引当金繰入額

 － 71,414 －

４　過年度消費税
等  － 1,159 0.0 1,001 72,415 2.1 71,256 － 2,222 0.0

税引前中間
（当期）純利
益

144,315 3.8 308 0.0 △144,007 287,092 3.7

法人税、住民
税及び事業税

59,642 37,315 136,735

法人税等調整
額

△453 59,189 1.6 △28,128 9,186 0.3 △50,002 △2,961 133,774 1.7

中間（当期）
純利益又は中
間純損失
（△）

85,126 2.2 △8,878 △0.3 △94,005 153,318 2.0
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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19年３月21日　至平成19年９月20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
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年３月20日　残高

（千円）
1,017,550 587,550 587,085 1,174,635 42,664 252,000 217,775 512,439 △6,633 2,697,991

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立      80,000 △80,000 －  －

剰余金の配当       △57,950 △57,950  △57,950

中間純利益       85,126 85,126  85,126

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）
－ － － － － 80,000 △52,824 27,175 － 27,175

平成19年９月20日　残高

（千円）
1,017,550 587,550 587,085 1,174,635 42,664 332,000 164,951 539,615 △6,633 2,725,167

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３月20日　残高

（千円）
56,578 56,578 2,754,570

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △57,950

中間純利益   85,126

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

△18,291 △18,291 △18,291

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△18,291 △18,291 8,884

平成19年９月20日　残高

（千円）
38,287 38,287 2,763,454
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当中間会計期間（自平成20年３月21日　至平成20年９月20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
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成20年３月20日　残高

（千円）
1,017,550 587,550 587,085 1,174,635 42,664 332,000 233,142 607,807 △6,878 2,793,114

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立      50,000 △50,000 －  －

剰余金の配当       △57,942 △57,942  △57,942

中間純損失（△）       △8,878 △8,878  △8,878

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）
－ － － － － 50,000 △116,820 △66,820 － △66,820

平成20年９月20日　残高

（千円）
1,017,550 587,550 587,085 1,174,635 42,664 382,000 116,322 540,986 △6,878 2,726,293

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20年３月20日　残高

（千円）
△1,473 △1,473 2,791,641

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △57,942

中間純損失（△）   △8,878

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

△10,591 △10,591 △10,591

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△10,591 △10,591 △77,411

平成20年９月20日　残高

（千円）
△12,064 △12,064 2,714,229
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年３月21日　至平成20年３月20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
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年３月20日　残高

（千円）
1,017,550 587,550 587,085 1,174,635 42,664 252,000 217,775 512,439 △6,633 2,697,991

事業年度中の変動額

別途積立金の積立      80,000 △80,000 －  －

剰余金の配当       △57,950 △57,950  △57,950

当期純利益       153,318 153,318  153,318

自己株式の取得         △245 △245

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）
－ － － － － 80,000 15,367 95,367 △245 95,122

平成20年３月20日　残高

（千円）
1,017,550 587,550 587,085 1,174,635 42,664 332,000 233,142 607,807 △6,878 2,793,114

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３月20日　残高

（千円）
56,578 56,578 2,754,570

事業年度中の変動額

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △57,950

当期純利益   153,318

自己株式の取得   △245

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
△58,051 △58,051 △58,051

事業年度中の変動額合計

（千円）
△58,051 △58,051 37,070

平成20年３月20日　残高

（千円）
△1,473 △1,473 2,791,641
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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19年３月21日
　至　平成19年９月20日)

当中間会計期間

(自　平成20年３月21日
　至　平成20年９月20日)

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

(自　平成19年３月21日
　至　平成20年３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

税引前中間（当期）
純利益

144,315 308 △144,007 287,092

減価償却費 7,598 7,649 50 15,467

賞与引当金の減少額 △3,700 △1,800 1,900 △1,800

役員賞与引当金の減
少額

△13,500 △6,500 7,000 △7,000

退職給付引当金の増
加額

8,444 4,916 △3,527 7,673

役員退職慰労引当金
の増加額

－ 73,807 73,807 －

貸倒引当金の増減額
（△減少額）

915 △150 △1,065 △580

受取利息及び受取配
当金

△11,346 △8,103 3,243 △24,318

支払利息 600 460 △139 1,117

投資有価証券売却益 △5,320 － 5,320 △3,300

投資有価証券売却損 850 － △850 1,850

投資有価証券評価損 309 － △309 372

過年度消費税等 － 1,001 1,001 －

売上債権の増減額
（△増加額）

△35,036 367,758 402,794 △411,565

たな卸資産の増減額
(△増加額)

△26,473 △18,683 7,790 45,384

仕入債務の増減額
（△減少額）

△21,309 △116,844 △95,534 88,845

未払消費税等の減少
額

△21,142 △4,077 17,065 △20,550

その他流動資産の増
減額（△増加額）

3,535 3,319 △216 △204

その他投資の増減額
（△増加額）

11,155 △2,878 △14,034 12,457

その他流動負債の増
加額

8,017 24,779 16,761 20,849

小計 47,913 324,963 277,049 11,791

利息及び配当金の受
取額

7,565 11,991 4,426 20,282

利息の支払額 △600 △460 139 △1,117

法人税等の支払額 △92,414 △70,860 21,554 △163,291

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△37,535 265,633 303,169 △132,333
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前中間会計期間

(自　平成19年３月21日
　至　平成19年９月20日)

当中間会計期間

(自　平成20年３月21日
　至　平成20年９月20日)

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

(自　平成19年３月21日
　至　平成20年３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

定期預金の払戻しに
よる収入

－ 24,637 24,637 －

有形固定資産の取得
による支出

△4,666 △58,224 △53,558 △5,271

投資有価証券の取得
による支出

△318,729 △126,954 191,775 △323,533

投資有価証券の売却
による収入

305,320 － △305,320 302,300

出資による支出 － △4,248 △4,248 －

貸付けによる支出 △1,370 △1,200 170 △4,470

貸付金の回収による
収入

2,339 2,412 72 5,217

投資活動による
キャッシュ・フロー

△17,106 △163,577 △146,471 △25,757

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

自己株式の取得によ
る支出

－ － － △245

ファイナンス・リー
ス債務の返済による
支出

△1,854 △1,964 △110 △3,762

配当金の支払額 △57,950 △57,942 8 △57,950

財務活動による
キャッシュ・フロー

△59,804 △59,907 △102 △61,958

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

－ － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（△減少額）

△114,447 42,148 156,596 △220,049

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

685,980 465,930 △220,049 685,980

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

571,533 508,079 △63,453 465,930
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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19年３月21日
　至　平成19年９月20日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月21日
　至　平成20年９月20日)

前事業年度
(自　平成19年３月21日
　至　平成20年３月20日)

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券

─────

 

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用

しております。

─────

 

その他有価証券　 その他有価証券　 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）によっております。

　時価のあるもの

同左

　時価のあるもの

　決算日の市場価格に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定）に

よっております。

　時価のないもの

　移動平均法による原価

法によっております。

　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

　移動平均法による原価法によっ

ております。

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

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

(1）有形固定資産

　定率法

(1）有形固定資産

　定率法

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用し

ております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用し

ております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用し

ております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 10年～50年

器具及び備

品

５年～15年

建物 10年～50年

器具及び備

品

５年～15年

建物 10年～50年

器具及び備

品

５年～15年

 （会計方針の変更）  （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、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。

　法人税法の改正に伴い、当事業

年度より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

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。

　この変更に伴う営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益に与え

る影響額は軽微であります。

　この変更に伴う営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益に与え

る影響額は軽微であります。

（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。

　これによる営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益に与える影

響額は軽微であります。
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年３月21日
　至　平成19年９月20日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月21日
　至　平成20年９月20日)

前事業年度
(自　平成19年３月21日
　至　平成20年３月20日)

(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）に基づいておりま

す。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討して回収不能見込額を

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

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額の当中間会

計期間負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当事業年度に負

担すべき額を計上しております。

(3）役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に備え

るため、当事業年度における支給

見込額に基づき、当中間会計期間

負担額を計上しております。

(3）役員賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

　役員の賞与支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しており

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。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年３月21日
　至　平成19年９月20日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月21日
　至　平成20年９月20日)

前事業年度
(自　平成19年３月21日
　至　平成20年３月20日)

─────

 

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく中間期末要支給額を計上して

おります。

─────

 

 （会計方針の変更）  

 　役員退職慰労引当金は、従来支

出時の費用として処理しておりま

したが、当中間会計期間から役員

退職慰労金規程に基づく期末要支

給額を役員退職慰労引当金として

計上する方法に変更いたしました。

 

 　この変更は、「租税特別措置法

上の準備金及び特別法上の引当金

又は準備金並びに役員退職慰労引

当金等に関する監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会　平成19年

４月13日　監査・保証実務委員会

報告第42号）の公表を契機に、役

員退職慰労金の将来の支給時にお

ける一時的な費用負担を回避し、

役員の在任期間にわたり合理的に

費用を期間配分することにより、

期間損益計算の適性化及び財務内

容の健全化を図るために行ったも

のであります。

 

 　この変更により、当中間会計期

間の発生額2,392千円は販売費及

び一般管理費へ、過年度分相当額

71,414千円は特別損失に計上して

おります。この結果、営業利益及

び経常利益は2,392千円、税引前

中間利益は73,807千円減少してお

ります。

 

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロー

計算書）における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、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）

項目
前中間会計期間末

（平成19年９月20日）
当中間会計期間末

（平成20年９月20日）
前事業年度末

（平成20年３月20日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
307,749千円 319,057千円 313,513千円 

※２　差入保証金の代用とし

て供している定期預金
16,000千円 16,000千円 16,000千円 

３　債務保証 　従業員の銀行借入金に対

して保証を行っております。

従業員２名 4,410千円 

　従業員の銀行借入金に対

して保証を行っております。

従業員１名 2,539千円 

　従業員の銀行借入金に対

して保証を行っております。

従業員１名 2,727千円 

　４　受取手形裏書譲渡高 364,744千円 318,024千円 297,553千円 

※５　期末日満期手形 ───── 　中間期末日満期手形の会

計処理については、当中間

会計期間の末日は金融機関

の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして

処理しております。当中間

期末日満期手形の金額は次

のとおりであります。

受取手形 17,172千円

　期末日満期手形の会計処

理については、当期の末日

は金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたも

のとして処理しております。

期末日満期手形の金額は次

のとおりであります。 

 

受取手形 30,126千円

※６　消費税等の取扱い 　仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺のうえ金額

的重要性が乏しいため流動

負債の「その他」に含めて

表示しております。

同左 ──────

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

(自　平成19年３月21日
　至　平成19年９月20日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月21日
　至　平成20年９月20日)

前事業年度
(自　平成19年３月21日
　至　平成20年３月20日)

　１　減価償却実施額

有形固定資産 5,492千円 5,543千円 11,256千円 

無形固定資産 2,105千円 2,105千円 4,210千円 
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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19年３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 4,680,000 － － 4,680,000

合計 4,680,000 － － 4,680,000

自己株式

普通株式 43,936 － － 43,936

合計 43,936 － － 43,936

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　該当事項はありません。

 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19年６月19日

定時株主総会
普通株式 57,950 12.5 平成19年３月20日 平成19年６月19日

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

　　　　該当事項はありません。

 当中間会計期間（自平成20年３月21日　至平成20年９月20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 4,680,000 － － 4,680,000

合計 4,680,000 － － 4,680,000

自己株式

普通株式 44,636 － － 44,636

合計 44,636 － － 44,636

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　該当事項はありません。

 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20年６月19日

定時株主総会
普通株式 57,942 12.5 平成20年３月20日 平成20年６月20日

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

　　　　該当事項はありません。
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 前事業年度（自平成19年３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 4,680,000 － － 4,680,000

合計 4,680,000 － － 4,680,000

自己株式

普通株式 43,936 700 － 44,636

合計 43,936 700 － 44,636

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加700株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 ２．配当に関する事項

 　（1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月19日

定時株主総会
普通株式 57,950 12.5 平成19年３月20日 平成19年６月19日

 　（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月19日

定時株主総会
普通株式 57,942 利益剰余金 12.5 平成20年３月20日 平成20年６月20日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
(自　平成19年３月21日
　至　平成19年９月20日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月21日
　至　平成20年９月20日)

前事業年度
(自　平成19年３月21日
　至　平成20年３月20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載されている科

目の金額との関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲載されている科

目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲載されている科目

の金額との関係

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

現金及び預金 596,667千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△25,134

現金及び現金同等物 571,533

現金及び預金 508,657千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△578

現金及び現金同等物 508,079

現金及び預金 491,065千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△25,134

現金及び現金同等物 465,930
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（リース取引関係）

前中間会計期間
(自　平成19年３月21日
　至　平成19年９月20日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月21日
　至　平成20年９月20日)

前事業年度
(自　平成19年３月21日
　至　平成20年３月20日)

１.リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

（１）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

１.リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

（１）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

１.リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

（１）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

有形固定
資産その
他

38,603 21,175 17,428

無形固定
資産

9,450 5,969 3,480

合計 48,053 27,144 20,909

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

38,187 18,626 19,561

無形固定
資産

11,650 4,895 6,754

合計 49,837 23,522 26,315

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)

器具及び
備品

38,187 14,354 23,833

ソフトウ
エア

15,450 7,214 8,235

合計 53,637 21,568 32,068

（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 10,734千円

１年超 10,925千円

合計 21,659千円

１年内 10,775千円

１年超 16,095千円

合計 26,870千円

１年内 11,170千円

１年超 21,412千円

合計 32,583千円

（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 5,545千円

減価償却費相当額 5,148千円

支払利息相当額 373千円

支払リース料 6,169千円

減価償却費相当額 5,753千円

支払利息相当額 456千円

支払リース料 11,508千円

減価償却費相当額 10,693千円

支払利息相当額 772千円

（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

２.オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 32,236千円

１年超 64,685千円

合計 96,921千円

２.オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 38,359千円

１年超 77,917千円

合計 116,277千円

２.オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 36,211千円

１年超 77,338千円

合計 113,549千円
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（有価証券関係）

（前中間会計期間）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間会計期間末（平成19年９月20日）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 106,921 180,419 73,497

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 112,597 103,340 △9,257

合計 219,519 283,759 64,240

　（注）　当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について309千円減損処理を行っております。

　　　　　なお、減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た額について減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前中間会計期間末（平成19年９月20日）

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 15,653

非上場外国債券 299,350
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（当中間会計期間）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

当中間会計期間末（平成20年９月20日）

中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

国債・地方債等 100,097 100,250 152

合計 100,097 100,250 152

２．その他有価証券で時価のあるもの

当中間会計期間末（平成20年９月20日）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 119,295 129,927 10,632

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 131,821 100,878 △30,942

合計 251,116 230,806 △20,310

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

当中間会計期間末（平成20年９月20日）

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 15,653

非上場外国債券 299,350
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（前事業年度）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前事業年度（平成20年３月20日）

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 112,661 134,509 21,848

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 111,597 87,270 △24,327

合計 224,259 221,779 △2,479

　（注）　当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について372千円減損処理を行っております。

　　　　　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前事業年度（平成20年３月20日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 15,653

非上場外国債券 299,350
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（デリバティブ取引関係）

（前中間会計期間）

　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。

（当中間会計期間）

　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。

（前事業年度）

　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）

　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
(自　平成19年３月21日
　至　平成19年９月20日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月21日
　至　平成20年９月20日)

前事業年度
(自　平成19年３月21日
　至　平成20年３月20日)

１株当たり純資産額 596円08銭

１株当たり中間純利益

金額
18円36銭

１株当たり純資産額 585円55銭

１株当たり中間純損失

金額
1円92銭

１株当たり純資産額 602円25銭

１株当たり当期純利益

金額
33円07銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　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、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益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19年３月21日
至　平成19年９月20日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月21日
至　平成20年９月20日)

前事業年度
(自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日)

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円）
85,126 △8,878 153,318

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）純利益又

は中間純損失（△）（千円）
85,126 △8,878 153,318

期中平均株式数（千株） 4,636 4,635 4,635

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
（1）生産・受注の実績

該当事項はありません。

（2）販売実績

区分

前中間会計期間
（自　平成19年３月21日
至　平成19年９月20日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年９月20日）

前事業年度 
（自　平成19年３月21日 
至　平成20年３月20日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

機械 505,384 13.3 404,388 11.4 939,303 12.3

工具 802,520 21.2 864,037 24.5 1,684,681 22.0

産機 1,714,300 45.2 1,461,265 41.4 3,498,358 45.7

伝動機器 384,258 10.2 374,321 10.6 762,280 10.0

その他 383,942 10.1 425,826 12.1 762,796 10.0

合計 3,790,404 100.0 3,529,837 100.0 7,647,418 100.0

６．その他
　該当事項はありません。 
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