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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

 
(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２. 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に
ついては記載しておりません。 

３. 第37期中より中間財務諸表を作成しております。 
４. 第36期、第37期中及び第37期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、新株予約権の残高
がありますが、当社株式は非上場であったため、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。

５. 当社は、平成17年10月１日付で株式１株につき10株の分割を行っております。 
６. 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業
会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会
計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用して
おります。 

  

２ 【事業の内容】 

第一部 【企業情報】

回次 第36期中 第37期中 第38期中 第36期 第37期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (千円) － 1,393,040 1,559,882 2,316,881 3,014,368

経常利益 (千円) － 158,093 115,911 270,411 387,020

中間(当期)純利益 (千円) － 88,693 68,228 19,741 215,086

持分法を適用した 
場合の投資利益

(千円) － － － － －

資本金 (千円) － 333,600 714,270 333,600 352,350

発行済株式総数 (株) － 135,000 1,712,000 135,000 1,400,000

純資産額 (千円) － 1,029,276 1,984,623 940,277 1,193,057

総資産額 (千円) － 2,946,323 3,413,095 2,890,362 3,278,430

１株当たり純資産額 (円) － 7,624.27 1,159.26 6,965.02 852.18

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) － 656.99 43.53 154.56 159.31

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) － － 41.42 － －

１株当たり配当額 (円) － － － － －

自己資本比率 (％) － 34.9 58.1 32.5 36.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) － △  10,996 △  68,792 119,077 266,473

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) － △ 246,104 △ 120,811 △ 124,043 △ 269,743

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) － 200,206 302,056 △ 270,327 97,912

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) － 180,498 444,595 237,393 332,091

従業員数 
(ほか、平均臨時 
雇用者数)

(名) －
55 
(49)

71 
(42)

49  
(51)

63  
(48)



当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社にお

ける異動もありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の従業員の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １．従業員数は、就業人員であります。 

２. 従業員数欄の（外書）は、パートタイマーの当中間会計期間の平均人員であります。 
３. 従業員数が当中間会計期間において８名増加しておりますが、これは事業規模拡大に伴う人員増強によるも
のであります。 

  

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数(名)
71
(42)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、米国経済減速の影響から輸出の伸びはやや鈍化しましたが、好調な企業

収益を背景とした設備投資の拡大、雇用・所得環境の改善に伴う個人消費の増加基調が続き、国内民間需要を中心

とした回復基調が維持されました。原油高や景気回復に伴う需給の改善を背景として、消費者物価（生鮮食品を除

く総合）は緩やかな上昇が続きました。 

このような中、当社は、新工場を稼動させ、更なる増産が見込まれる液晶パネル向けＴＡＢ・ＣＯＦ用スペーサ

ーテープの需要増に対応する一方、より一層のきめ細かな顧客への対応による市場占有率の拡大を図りました。 

しかしながら、スペーサーテープの需要は、前事業年度末より始まりましたＰＣモニター用途を中心とする液晶

パネル及びＴＡＢ・ＣＯＦテープの生産調整が当初第１四半期までには完了し、第２四半期以降回復すると見込ん

でおりましたが、当初予想を大幅に上回る在庫調整が行われました。当社では、人件費等の経費抑制に努めたもの

の、新工場稼動に伴う製造経費の増加等で固定費比率が上昇いたしました。 

この結果、当中間会計期間の業績は、売上高は前年同期比12.0％増の1,559百万円となりました。 

営業利益は製造経費での固定費の増加、また管理部門増強による人件費や株式公開後の管理手数料等の発生で、

販売費及び一般管理費が前年同期比11.8％増となったことによって、前年同期比13.2％減の144百万円となりまし

た。経常利益は株式公開費用の発生により、前年同期比26.7％減の115百万円、中間純利益は前年同期比23.1％減の

68百万円となりました。 

事業部門別業績は次のとおりであります。 

  

半導体保護資材事業 

半導体保護資材事業におきましては、主力製品でありますＴＡＢ・ＣＯＦ用スペーサーテープの供給能力を拡

大し、また個々の顧客のニーズにきめ細かく対応し、競合他社と差別化した付加価値のある製品の拡販に注力し

ましたが、前事業年度末より始まりました液晶パネル及びＴＡＢ・ＣＯＦテープの生産調整が当初第１四半期ま

でに、完了すると見込んでおりましたが、これが７～８月まで続きました。また、韓国の競合メーカーが、同国

のドライバーＩＣメーカーの承認、指定を背景に現地のみならず、台湾更には日本でも市場占有率を拡大しまし

た。 

この結果、半導体保護資材事業部門の売上高は945百万円（前年同期比15.7％増）となりました。 

  

衛生検査器材事業 

衛生検査器材事業におきましては、当該事業の売上高の約４割を占めるシャーレにおいて、前事業年度に投入

しました新商品の拡販に努め、特に当社独自の新規格のシャーレにて新規顧客の獲得に注力いたしました。ま

た、当該事業の売上高の約３割を占める培地製品では、生培地にて医薬品産業への参入を進め、一定の成果を得

ることができました。 

この結果、衛生検査器材事業部門の売上高は614百万円（前年同期比6.7％増）となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の中間期末残高は、株式公開に伴う、株

式の発行による収入があり、その資金でもって、有形固定資産の取得、長期借入れの一括返済による支出等を行い

ました。その結果、前中間会計期間末に比べ264百万円増加し、444百万円（前年同期比46.3％増）となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は、前年同期比525.6％増の68百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少額

が33百万円（前中間会計期間は仕入債務の増加額29百万円）であることや、法人税等の支払額が106百万円（前年同

期比17.2％増）あったこと等によるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、前年同期比50.9％減の120百万円となりました。これは主に、前中間会計期間に

おいて、無形固定資産の取得による支出が136百万円あったこと等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) 

財務活動の結果獲得した資金は、前年同期比50.9％増の302百万円となりました。これは主に、当中間会計期間に

おいて、株式の発行による収入が723百万円あり、その資金でもって、長期借入れの一括返済を行ったことにより、

長期借入金の返済が増加したこと等によるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １. 金額は、製造原価によっております。 

２. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 仕入実績 

当中間会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １. 金額は、仕入価格によっております。 

２. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 受注実績 

当中間会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １. 金額は、販売価格によっております。 

２. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３. 衛生検査器材事業は受注生産を行っておりませんので、該当事項はございません。 

  

事業部門の名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

半導体保護資材事業 699,185 133.6

衛生検査器材事業 288,202 109.7

合計 987,388 125.6

事業部門の名称 仕入高(千円) 前年同期比(％)

半導体保護資材事業 7,612 5,353.1

衛生検査器材事業 104,136 99.2

合計 111,748 106.3

 

事業部門の名称
受注高 
(千円)

前年同期比
(％)

受注残高
(千円)

前年同期比 
(％)

半導体保護資材事業 920,981 95.0 120,391 50.4

衛生検査器材事業 － － － －

合計 920,981 95.0 120,391 50.4



(4) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
  

３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に主要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、経営上の重要な契約などは行われておりません。 

  

事業部門の名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

半導体保護資材事業 945,623 115.7

衛生検査器材事業 614,258 106.7

合計 1,559,882 112.0

相手先

前中間会計期間 当中間会計期間

販売高 
(千円)

割合
(％)

販売高
(千円)

割合 
(％)

長瀬産業㈱ 149,396 10.7 224,464 14.4

㈱エム・シー・エス 195,202 14.0 219,300 14.1



５ 【研究開発活動】 

衛生検査器材事業及び半導体保護資材事業をベースとする既存事業の拡充に止まることなく新規技術の創造を目標

として研究してまいりました。今後も、既存事業はもとより、遺伝子、蛋白質、糖鎖などの生体高分子および導電性

ポリマーに代表される機能性高分子の機能を有効に利用するための発明や技術あるいはその機能を効率的に引き出す

ための技術に特化した研究開発を実施してまいります。また、必要に応じて、酸化チタンや酸化亜鉛などの無機化合

物も含めた様々な機能材料を融合させた新しい技術の開発にも着手してまいります。 

機能性材料の有効利用としましては、遺伝子導入による細胞の高機能化と応用、導電性ポリマーの特性および生体

分子との組合せを利用したセンシング、粒子の分散技術によるナノ粒子の機能の有効利用、導電性高分子ナノ粒子の

合成技術の開発と分散塗料化などに取り組んでおります。 

当中間会計期間における研究開発費は、20,581千円であり、主要課題についての研究目的及び研究成果は次のとお

りであります。 

  

①  半導体保護資材事業 

当中間会計期間は、ボスを一体押出成形するスペーサーテープの製造方法に対する特許出願を実施いたしまし

た。また、スペーサーテープにも利用可能な樹脂フィルムへの導電性付与に関連した研究開発として、以下の開発

を実施してまいりました。 

「導電性ポリマーのナノ粒子スラリー合成と塗料化」 

従来の製造方法では、数十ナノサイズの粒子が合成できても集合体を形成し、導電性ポリマーの効率的な機能活

用が行われておりません。このため、数ナノ～数十ナノサイズの導電性ポリマー粒子が安定して存在するスラリー

を製造する技術の開発を実施してまいりました。現在、従来法よりも小さなサイズの粒子を形成することには成功

しており、その粒度分布並びに製造方法について検討を継続してまいります。 

その他といたしましては、他社との共同開発による酸化錫を分散させた導電性塗料について目的とする物性を可

能にできる状態に到達し、今後は、コスト面の評価と顧客評価を実施する予定であります。 

これらに係る研究開発費は、5,859千円であります。 

  

②  衛生検査器材事業 

当中間会計期間は、「生培地」製品の課題である寒天表面上の湿潤メカニズムを解析し、培地中の水分の蒸発と

結露を可能な範囲で回避する手法について検討が完了いたしました。細胞培養用器材開発といたしましては、当社

で保有する細胞種についてシャーレ表面の改質による増殖特性とその必要性、並びに、表面改質の有効期限につい

てデータをまとめました。 

さらに、中長期的展望として以下の検討を実施してまいりました。 

「分子鋳型を用いた生体分子のセンシング」 

ＡＴＰ、オートインデューサーなどの生体物質や生体認識物質の分子鋳型を作成することにより、生体物質ある

いは微生物等を電気化学的に計測できるセンサーの開発を調査し、現在、大学との共同研究を計画しております。 

「マイクロバイオリアクターを利用した薬物代謝評価システム」 

薬物代謝に関与するＰ450を強化した細胞を複数種構築し、マイクロバイオリアクターを利用した共培養系によ

り薬物代謝や毒性を評価するシステムを考えております。現在、細胞を構築中で、平成18年10月より大阪大学大学

院工学研究科附属フロンティア研究センターの助成の下、国立大学法人大阪大学との共同研究を実施することが決

定しております。 

その他といたしましては、酸化亜鉛をコーティングした抗菌不織布の開発を完了し、今後は、その性能評価を追

加実施してまいります。さらに、黄色ブドウ球菌の増殖を促進させるオートインデューサーについて遺伝学的検証

を実施しております。 

これらに係る研究開発費は、14,722千円であります。 

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

当中間会計期間において、前事業年度末において計画中であった設備の計画に重要な変更はありません。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

前事業年度末に計画していた設備計画のうち、当中間会計期間に完了したものは、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 重要な設備の新設等 

経常的な設備の更新のための新設等を除き、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等はあ

りません。 

  

(4) 重要な設備の除却等 

経常的な設備の更新のための除却等を除き、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却はあり

ません。 

  

  

会社名
事業所名 
(所在地)

事業部門 設備の内容 投資額 完了年月
完成後の 
増加能力

提出会社
本庄工場 
(大阪府 
東大阪市)

半導体保護 
資材事業

エンボススペ 
ーサーテープ 
の製造設備

21,125 平成18年５月
生産能力 
向上



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) １. 当社株式は平成18年６月20日からジャスダック証券取引所に上場されております。 

２. 提出日現在の発行数には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は、含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりでありま

す。 

＜第二回新株予約権＞ 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 5,400,000

計 5,400,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月４日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 1,712,000 1,744,000
ジャスダック証券
取引所

－

計 1,712,000 1,744,000 － －

株主総会の特別決議日(平成16年２月25日)

区分
中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個) 900 580

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 90,000 58,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 750 同左

新株予約権の行使期間
平成18年２月26日～
平成26年２月25日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  750円
資本組入額 375円

同左

新株予約権の行使の条件 (注１) 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡するにあ
たっては当社取締役会の承認
を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －



(注１) 新株予約権者は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位にあ

ることを要す。その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の

割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 

新株予約権の相続はこれを認めない。 

各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 

当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株

予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる１株未満の株式は切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合に

は、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。 

新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時

価発行として行う公募増資、新株予約権付社債又は平成14年４月１日改正前の旧商法第280条ノ19に定める新

株引受権の行使によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く)には、次の算式により払

込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。調整後の払込金額は、株主割当日がある

ときはその日、それ以外のときは払込期日の翌日以降に適用します。 

 
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行

済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合に

は、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たり発行価額」を「１株当たり譲渡価格」に、

それぞれ読み替えます。 

また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

 
以上のほか、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場

合には、取締役会の決議をもって適当と認める払込金額の調整を行います。 

  

＜第三回新株予約権＞ 

 

調整後行使価額

 

＝

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数 ＋
新発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新発行株式数

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

株主総会の特別決議日(平成17年６月24日)

区分
中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個) 395 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 39,500 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,000 同左

新株予約権の行使期間
平成19年６月25日～
平成27年６月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  1,000円
資本組入額  500円

同左

新株予約権の行使の条件 (注１) 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡するにあ
たっては当社取締役会の承認
を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －



(注１) 新株予約権者は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位にあ

ることを要す。その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の

割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 

新株予約権の相続はこれを認めない。 

各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 

当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株

予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる１株未満の株式は切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合に

は、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。 

新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時

価発行として行う公募増資、新株予約権付社債又は平成14年４月１日改正前の旧商法第280条ノ19に定める新

株引受権の行使によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く)には、次の算式により払

込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。調整後の払込金額は、株主割当日がある

ときはその日、それ以外のときは払込期日の翌日以降に適用します。 

 
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行

済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合に

は、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たり発行価額」を「１株当たり譲渡価格」に、

それぞれ読み替えます。 

また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

 
以上のほか、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場

合には、取締役会の決議をもって適当と認める払込金額の調整を行います。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注) １. 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による増加であります。       

発行価格           2,500円 

引受価額           2,320円 

発行価額           1,870円 

資本組入額         1,160円 

２. 第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出し）による増加であります。 

売出価格           2,500円 

割当価額           2,320円 

発行価額           1,870円 

資本組入額         1,160円 

割当先             大和證券エスエムビーシー株式会社 

３. 平成18年10月23日に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が32,000株、資本金が12,000千円、資本準

備金が12,000千円増加いたしました。 

  

  

 

調整後行使価額

 

＝

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数 ＋
新発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新発行株式数

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年６月19日 
(注)1

252,000 1,652,000 292,320 644,670 292,320 564,670

平成18年７月19日 
(注)2

60,000 1,712,000 69,600 714,270 69,600 634,270



(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社          66,300株 

野村信託銀行株式会社                              24,100株 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

小髙 得央 兵庫県芦屋市 821 47.98

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海２丁目８番11号 66 3.87

みずほキャピタル株式会社 東京都中央区日本橋兜町４番３号 56 3.27

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10
号

39 2.30

バンクオブニューヨークジーシ
ーエムクライアントアカウンツ
イーアイエスジー

東京都千代田区丸の内１丁目７番１号
カストディ業務部(常代)株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行

33 1.98

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 30 1.75

三菱商事プラスチック株式会社 東京都品川区西五反田１丁目27番２号 30 1.75

三井物産プラスチックス関西株
式会社

大阪府大阪市北区中之島２丁目３番33号 30 1.75

野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町２丁目２番２号 24 1.40

メロンバンクトリーティークラ
イアンツオムニバス

東京都中央区日本橋３丁目11番１号
(常代)香港上海銀行東京支店

19 1.13

計 － 1,150 67.22

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）  
普通株式 1,711,800 17,118 －

単元未満株式  
普通株式 200 － －

発行済株式総数 1,712,000 － －

総株主の議決権 － 17,118 －



② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 
(注) １. 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

２. 当社株式は、平成18年６月20日からジャスダック証券取引所に上場しておりますが、それ以前については、

非上場であったため記載しておりません。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

役職の異動 

 
  

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

－ － － － － －

計 － － － － －

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) － － 3,030 2,550 2,490 2,110

最低(円) － － 2,420 1,845 1,975 1,510

氏名 新役名及び職名 旧役名及び職名 異動年月日

相川 拓雄

取締役 取締役
平成18年７月１日

（ＣＦＯ） （ＣＦＯ兼管理グループリーダー）

取締役 取締役
平成18年11月25日

（  －  ） （ＣＦＯ）



第５ 【経理の状況】 

１. 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成して

おります。 

  

２. 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の

中間財務諸表については、中央青山監査法人により中間監査を受け、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)の中間財務諸表については、みすず監査法人により中間監査を受けております。 

なお、従来から当社が監査証明を受けている中央青山監査法人は、平成18年９月１日に名称を変更し、みすず監査

法人となりました。 

また、前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成18年５月18日提出の有価証券届出書に添付されたものによっ

ております。 

  

３. 中間連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  



１ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １. 現金及び預金 182,098 445,795 336,091

 ２. 受取手形 ※４ 170,936 160,649 251,929

 ３. 売掛金 444,133 559,183 437,346

 ４. たな卸資産 301,792 360,944 318,297

 ５. 繰延税金資産 14,461 15,254 20,637

 ６. その他 13,002 19,175 5,195

   貸倒引当金 △   615 △   719 △   689

   流動資産合計 1,125,809 38.2 1,560,284 45.7 1,368,808 41.8

Ⅱ 固定資産

 １. 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 ※２ 586,406 576,175 563,357

  (2) 機械及び装置 18,594 61,728 6,972

  (3) 土地 ※２ 919,076 919,076 919,076

  (4) その他 93,474 79,325 197,643

   有形固定資産合計 1,617,552 1,636,305 1,687,050

 ２. 無形固定資産 56,115 47,197 51,571

 ３. 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 3,120 2,137 2,930

  (2) 繰延税金資産 86,199 63,866 76,864

  (3) 保険積立金 17,605 17,605 17,605

  (4) 差入保証金 － 79,040 68,604 

  (5) その他 40,269 7,697 6,225

    貸倒引当金 △   348 △ 1,039 △  1,229

   投資その他の資産合計 146,846 169,308 171,000

   固定資産合計 1,820,513 61.8 1,852,811 54.3 1,909,622 58.2

   資産合計 2,946,323 100.0 3,413,095 100.0 3,278,430 100.0



 

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １. 支払手形 ※４ 421,520 469,562 513,723

 ２. 買掛金 147,699 151,509 140,838

 ３. 短期借入金 ※２ 550,000 400,000 500,000

 ４. 一年以内返済予定長期借入金 ※２ 83,588 60,384 85,588

 ５. 一年以内償還予定社債 90,000 45,000 80,000

 ６. 未払金 39,453 65,839 157,817

 ７. 未払法人税等 59,182 36,308 110,885

 ８. 未払消費税等 ※５ 15,337 10,383 25,401

 ９. 賞与引当金 16,936 19,342 19,309

 10. 設備関係支払手形 7,999 29,007 44,123

 11. その他 24,000 27,358 28,704

   流動負債合計 1,455,718 49.4 1,314,696 38.5 1,706,393 52.0

Ⅱ 固定負債

 １. 社債 65,000 20,000 30,000

 ２. 長期借入金 ※２ 364,730 71,926 317,936

 ３. 長期未払金 29,352 20,712 29,352

 ４. その他 2,246 1,137 1,691

   固定負債合計 461,328 15.7 113,775 3.4 378,979 11.6

   負債合計 1,917,047 65.1 1,428,471 41.9 2,085,373 63.6

(資本の部)

Ⅰ 資本金 333,600 11.3 － － 352,350 10.7

Ⅱ 資本剰余金

 １. 資本準備金 253,600 － 272,350

   資本剰余金合計 253,600 8.6 － － 272,350 8.4

Ⅲ 利益剰余金

 １. 利益準備金 2,200 － 2,200

 ２. 任意積立金 302,593 － 302,593

 ３. 中間(当期)未処分利益 136,277 － 262,670

   利益剰余金合計 441,071 15.0 － － 567,464 17.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金 1,005 0.0 － － 892 0.0

   資本合計 1,029,276 34.9 － － 1,193,057 36.4

   負債資本合計 2,946,323 100.0 － － 3,278,430 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １. 資本金 － － 714,270 20.9 － －

 ２. 資本剰余金

  (1) 資本準備金 － 634,270 －

   資本剰余金合計 － － 634,270 18.6 － －

 ３. 利益剰余金

  (1) 利益準備金 － 2,200 －

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 － 302,593 －

    繰越利益剰余金 － 330,898 －

   利益剰余金合計 － － 635,692 18.6 － －

  ４. 自己株式 － － △     61 △ 0.0 － －

   株主資本合計 － － 1,984,170 58.1 － －

Ⅱ 評価・換算差額等

 １. その他有価証券評価差額金 － － 452 0.0 － －

   評価・換算差額等合計 － － 452 0.0 － －

   純資産合計 － － 1,984,623 58.1 － －

   負債純資産合計 － － 3,413,095 100.0 － －



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,393,040 100.0 1,559,882 100.0 3,014,368 100.0

Ⅱ 売上原価 913,729 65.6 1,065,602 68.3 1,957,838 65.0

   売上総利益 479,310 34.4 494,279 31.7 1,056,529 35.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 312,605 22.4 349,599 22.4 646,031 21.4

   営業利益 166,704 12.0 144,679 9.3 410,498 13.6

Ⅳ 営業外収益 ※１ 3,081 0.2 2,148 0.1 2,672 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 11,693 0.8 30,916 2.0 26,149 0.9

   経常利益 158,093 11.4 115,911 7.4 387,020 12.8

Ⅵ 特別利益 ※３ － － － － 2,521 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４ － － － － 220 0.0

  税引前中間(当期)純利益 158,093 11.4 115,911 7.4 389,322 12.9

  法人税、住民税及び事業税 55,000 29,000 156,600

  法人税等調整額 14,400 69,400 5.0 18,683 47,683 3.0 17,636 174,236 5.8

  中間(当期)純利益 88,693 6.4 68,228 4.4 215,086 7.1

  前期繰越利益 47,584 － 47,584

  中間(当期)未処分利益 136,277 － 262,670



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

（単位：千円） 

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途 

積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高 352,350 272,350 272,350 2,200 302,593 262,670 567,464 － 1,192,164

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 361,920 361,920 361,920 － － － － － 723,840

 中間純利益 － － － － － 68,228 68,228 － 68,228

 自己株式の取得 － － － － － － － △  61 △  61

 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 361,920 361,920 361,920 － － 68,228 68,228 △  61 792,006

平成18年９月30日残高 714,270 634,270 634,270 2,200 302,593 330,898 635,692 △  61 1,984,170

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３月31日残高 892 892 1,193,057

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 － － 723,840

 中間純利益 － － 68,228

 自己株式の取得 － － △   61

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△  440 △  440 △  440

中間会計期間中の変動額合計 △  440 △  440 791,566

平成18年９月30日残高 452 452 1,984,623



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

前中間会計期間

(自平成17年４月１日
至平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自平成18年４月１日
至平成18年９月30日)

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
(自平成17年４月１日
至平成18年３月31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  

 １. 税引前中間(当期)純利益 158,093 115,911 389,322

 ２. 減価償却費 46,043 54,710 103,255

 ３. 株式交付費 － 5,507 412

 ４. 貸倒引当金の減少額 △   1,210 △     160 △     254

 ５. 賞与引当金の増減額（減少額△） △     266 33 2,105

 ６. 受取利息及び受取配当金 △     165 △      41 △     278

 ７. 支払利息 8,956 4,970 16,550

 ８. 固定資産売却益 － － △   1,162

 ９. 固定資産除却損 － － 220

 10. 売上債権の増加額 △ 112,713 △  30,366 △ 187,801

 11. たな卸資産の増加額 △  13,387 △  42,647 △  29,892

 12. 仕入債務の増減額（減少額△） 29,092 △  33,490 114,435

 13. その他 △  24,183 △  31,656 20,661

    小計 90,259 42,772 427,574

 14. 利息及び配当金の受取額 165 41 278

 15. 利息の支払額 △  10,282 △   4,828 △  17,294

 16. 法人税等の支払額 △  91,138 △ 106,777 △ 144,084

   営業活動によるキャッシュ・フロー △  10,996 △  68,792 266,473

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １. 定期預金の預入による支出 △   1,600 △   2,000 △   4,000

 ２. 定期預金の払戻による収入 4,000 4,800 4,000

 ３. 出資金の返還による収入 7,030 － 7,030

 ４. 有形固定資産の取得による支出 △ 131,543 △ 192,811 △ 191,311

 ５. 有形固定資産の売却による収入 22,817 79,745 95,490

 ６. 無形固定資産の取得による支出 △ 136,454 △     162 △ 136,454

 ７. 差入保証金の支払による支出 △  10,354 △  10,435 △  44,498

 ８. その他 － 53 －

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 246,104 △ 120,811 △ 269,743



 
  

前中間会計期間

(自平成17年４月１日
至平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自平成18年４月１日
至平成18年９月30日)

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
(自平成17年４月１日
至平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １. 短期借入れによる収入 450,000 － 500,000

 ２. 短期借入金の返済による支出 － △ 100,000 △ 100,000

 ３. 長期借入れによる収入 － 50,000 －

  ４. 長期借入金の返済による支出 △ 204,794 △ 321,214 △ 249,588

 ５. 社債の償還による支出 △  45,000 △  45,000 △  90,000

  ６. 株式の発行による収入 － 723,840 37,500

  ７. その他 － △   5,569 －

   財務活動によるキャッシュ・フロー 200,206 302,056 97,912

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 51 56

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少額△） △  56,894 112,504 94,697

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 237,393 332,091 237,393

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 180,498 444,595 332,091



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１. 資産の評価基準 

及び評価方法

(1) 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

   中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定)

(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)

(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

価差額は全部資本直

入法により処理し、

売却価格は移動平均

法により算定)

(2) デリバティブ 

  時価法

(2) デリバティブ

同      左

(2) デリバティブ

同      左

(3) たな卸資産

  商品・製品・原材料・

仕掛品

   移動平均法による原

価法

(3) たな卸資産

  商品・製品・原材料・

仕掛品

同      左

(3) 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

  貯蔵品

同      左

  貯蔵品

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 10～39年

機械及び 
装置

８年

(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 10～39年

機械及び
装置

２～８年

 

(1) 有形固定資産

  定率法

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

ております。

(2) 無形固定資産

同     左

(2) 無形固定資産

同     左

(3) 長期前払費用 

  均等償却

(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

――― 新株発行費 

  支払時全額費用処理

新株発行費  

同     左

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



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(2) 賞与引当金

  従業員賞与の支給に充

てるため、支給見込額

に基づき計上しており

ます。

(2) 賞与引当金

同     左

(2) 賞与引当金

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. ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  金利スワップについて

は、特例処理の要件を

満たしておりますの

で、特例処理を採用し

ております。

(1) ヘッジ会計の方法

同     左

(1) ヘッジ会計の方法

同     左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

  ヘッジ手段

   ：金利スワップ

  ヘッジ対象

   ：借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同     左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同     左

(3) ヘッジ方針

  ヘッジ取引は、資金調

達における金利の急激

な変動が損益に与える

影響を軽減化すること

を目的に行うことを基

本方針としておりま

す。

(3) ヘッジ方針

同      左

(3) ヘッジ方針

同      左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

  特例処理によっている

金利スワップについて

は、有効性の評価を省

略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同     左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同     左

７. 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

中間キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及

び現金同等物）は、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、価格の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同 左 キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現

金同等物)は、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、価格の変動について

僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヵ月以内に償

還期限の到来する短期投資

からなっております。

８. 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

 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜処理方

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



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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

  当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。

―――

  これによる損益に与える影響はあ

りません。

  なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、1,984,623千円

であります。

  中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

315,632千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

415,742千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

365,568千円

※２ 担保資産

 (1) 担保提供資産

建物 390,182千円

土地 910,853千円

計 1,301,035千円

※２ 担保資産

 (1) 担保提供資産

建物 377,590千円

土地 910,853千円

計 1,288,443千円

※２ 担保資産

 (1) 担保提供資産

建物 384,016千円

土地 910,853千円

計 1,294,869千円

 (2) 担保提供資産に対する債務

短期借入金 450,000千円

１年以内返済 
予定長期借入金

83,588千円

長期借入金 364,730千円

計 898,318千円

 (2) 担保提供資産に対する債務

短期借入金 200,000千円

１年以内返済
予定長期借入金

35,384千円

長期借入金 46,926千円

計 282,310千円

 (2) 担保提供資産に対する債務

短期借入金 300,000千円

１年以内返済 
予定長期借入金

85,588千円

長期借入金 317,936千円

計 703,524千円

 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行

と当座貸越契約を締結してお

ります。この契約に基づく当

中間会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越限度
額及びコミッ
トメントの総
額

700,000千円

借入実行残高 550,000千円

差引額 150,000千円

 ３ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行５行

と当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであり

ます。

当座貸越極度
額及び貸出コ
ミットメント
の総額

1,000,000千円

借入実行残高 400,000千円

差引額 600,000千円

 ３ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行５行

と当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度
額及び貸出コ
ミットメント
の総額

1,000,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 500,000千円

――― ※４ 中間会計期間末日満期手形の ―――

   会計処理については、手形交

換日をもって決済しておりま

す。なお、当中間会計期間の

末日は金融期間の休日であっ

たため、次の満期手形が中間

会計期間末日残高に含まれて

おります。

受取手形 10,246千円

支払手形 124,237千円

※５ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺の上、流動負債の

「未払消費税等」として表示

しております。

※５ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺の上、流動負債の

「未払消費税等」として表示

しております。

   

―――



(中間損益計算書関係) 

  

 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 0千円

受取配当金 164千円

貸倒引当金戻入額 1,433千円

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 14千円

受取配当金 27千円

受取手数料 138千円

破損損害金 119千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1千円

受取配当金 277千円

受取手数料 269千円

破損損害金 892千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 7,891千円

社債利息 1,064千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 4,362千円

社債利息 607千円

株式交付費 5,507千円

株式公開費用 20,366千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 14,513千円

社債利息 2,037千円

新株発行費 412千円

株式公開費用 4,462千円

金利スワップ 2,656千円

解約費用

――― ―――

 

※３ 特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入額 1,359千円

固定資産売却益 1,162千円

――― ―――

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 220千円

 

  ５ 減価償却実施額

有形固定資産 41,596千円

無形固定資産 4,446千円
 

  ５ 減価償却実施額

有形固定資産 50,174千円

無形固定資産 4,536千円
 

  ５ 減価償却実施額

有形固定資産 94,316千円

無形固定資産 8,939千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 
  
当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１. 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 有償一般募集増資による増加 252,000株 

 第三者割当増資による増加   60,000株 

  
２．自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    29株 

  
３. 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２. 目的となる株式の数の変動事由の概要 

    平成17年ストックオプションとしての新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

３. 平成17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。 
  
４. 配当に関する事項 

      該当事項はありません。 

  

  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 1,400,000 312,000 － 1,712,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) － 29 － 29

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

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

増加 減少
当中間 
会計期間末

提出会社

平成16年ストックオ
プションとしての新
株予約権

普通株式 90,000 － － 90,000 －

平成17年ストックオ
プションとしての新
株予約権

普通株式 43,500 － 4,000 39,500 －

合計 133,500 － 4,000 129,500 －

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31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17年９月30日現在)

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９月30日現在)

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

(平成18年３月31日現在)

 

現金及び預金勘定 182,098千円

預入期間が３ヶ月を 
越える定期預金

△1,600千円

現金及び現金同等物 180,498千円
 

現金及び預金勘定 445,795千円

預入期間が３ヶ月を
越える定期預金

△1,200千円

現金及び現金同等物 444,595千円
 

現金及び預金勘定 336,091千円

預入期間が３ヶ月を 
越える定期預金

△4,000千円

現金及び現金同等物 332,091千円



次へ 

(リース取引関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31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、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

(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)

減損損失 
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 
相当額 
(千円)

建物 15,000 3,888 － 11,111

機械及び 
装置

326,652 88,893 － 237,759

工具器具 
及び備品 
(有形固定 
資産「その 
他」)

4,400 1,466 － 2,933

ソフトウェ
ア(無形固 
定資産)

4,000 1,120 － 2,880

合計 350,052 95,368 － 254,684

 

取得価額
相当額 
 

(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

減損損失
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 
相当額 
(千円)

建物 36,724 8,572 － 28,152

機械及び 
装置

507,429 160,913 － 346,515

工具器具 
及び備品 
(有形固定 
資産「その 
他」)

4,400 2,346 － 2,053

ソフトウェ
ア(無形固 
定資産)

4,000 2,080 － 1,920

合計 552,554 173,913 － 378,640

 

取得価額
相当額 
 

(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

減損損失 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
 

(千円)

建物 36,724 5,929 － 30,795

機械及び 
装置

374,148 117,514 － 256,633

工具器具 
及び備品 
(有形固定 
資産「その 
他」)

4,400 1,906 － 2,493

ソフトウェ
ア(無形固 
定資産)

4,000 1,600 － 2,400

合計 419,273 126,950 － 292,322

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高

１年以内 57,267千円

１年超 201,263千円

合計 258,530千円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高

１年以内 132,119千円

１年超 251,849千円

合計 383,969千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残

高

１年以内 114,077千円

１年超 182,666千円

合計 296,743千円

リース資産減損勘定の残高 － リース資産減損勘定の残高 － リース資産減損勘定の期末残高 －

(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 30,037千円

リース資産減損 
勘定の取崩額

－

減価償却費相当額 27,254千円

支払利息相当額 3,353千円

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 51,010千円

リース資産減損
勘定の取崩額

－

減価償却費相当額 46,944千円

支払利息相当額 4,955千円

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 66,550千円

リース資産減損 
勘定の取崩額

－

減価償却費相当額 60,594千円

支払利息相当額 7,055千円

減損損失 －

(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) 

  

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

１. 売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

２. 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

３. 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18年９月30日) 

１. 売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

２. 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

３. その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間会計期間において51千円の減損処理 

     を行っております。 

  

前事業年度末(平成18年３月31日) 

１. 売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

２. 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

３. その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

区分
取得原価
(千円)

中間貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

株式 1,424 3,120 1,695

計 1,424 3,120 1,695

区分
取得原価
(千円)

中間貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

株式 1,373 2,137 763

計 1,373 2,137 763

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

株式 1,424 2,930 1,505

計 1,424 2,930 1,505



(デリバティブ取引関係) 

  

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

該当事項はありません。 

当社は金利スワップを利用しておりますが、特例処理を適用しているため開示の対象から除いております。 

  

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

当社は金利スワップを利用しておりますが、特例処理を適用しているため開示の対象から除いております。 

  

前事業年度末(平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

当社は金利スワップを利用しておりますが、特例処理を適用しているため開示の対象から除いております。 

  

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

  

(持分法損益等) 

  

前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 7,624円27銭 １株当たり純資産額 1,159円26銭 １株当たり純資産額 852円18銭

１株当たり中間純利益 656円99銭 １株当たり中間純利益 43円53銭 １株当たり当期純利益 159円31銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、新株予約権の

残高がありますが、当社株式は非上

場でありますので、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。

 

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益

41円42銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、新株予約権の

残高がありますが、当社株式は非上

場でありますので、期中平均株価が

把握出来ませんので記載しておりま

せん。

当社は、平成17年10月１日付で株式

１株につき10株の分割を行っており

ます。 

前期首に当該株式分割が行われたと

仮定した場合における前中間会計期

間の(１株当たり情報)の各数値は以

下のとおりであります。

当社は、平成17年10月１日付で株式

１株につき10株の分割を行っており

ます。 

前期首に当該株式分割が行われたと

仮定した場合における前事業年度の

(１株当たり情報)の各数値は以下の

とおりであります。

 

１株当たり純資産額 762円43銭

１株当たり中間純利益 65円70銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、新株予約権の

残高がありますが、当社株式は非上

場であったため、期中平均株価が把

握出来ませんので記載しておりませ

ん。

 

１株当たり純資産額 696円50銭

１株当たり当期純利益 15円46銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、新株予約権の

残高がありますが、当社株式は非上

場でありますので、期中平均株価が

把握出来ませんので記載しておりま

せん。

項目
前中間会計期間末

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度末
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間貸借対照表の純資
産の部の合計額

(千円) － 1,984,623 －

普通株主に係る純資産
額

(千円) － 1,984,623 －

差額の主な内訳 (千円) － － －

普通株式の 
発行済株式数

(株) － 1,712,000 －

普通株式の 
自己株式数

(株) － 29 －

１株当たり純資産の算
定に用いられた普通株
式の数

(株) － 1,711,971 －



２. １株当たり中間(当期)純利益 

 
  

  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益 (千円) 88,693 68,228 215,086

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) 88,693 68,228 215,086

普通株式の 
期中平均株式数

(株) 135,000 1,567,475 1,350,137

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
普通株式増加数の主要
な内訳 
  新株予約権

(株) － 79,686 －

普通株式増加数 (株) － 79,686 －

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
まれなかった潜在株式の概要

－ － －



(重要な後発事象) 

  

前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

１. 株式分割 

当社は、平成17年９月14日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をし、平成17年10

月１日に実施しております。 

当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 

(1) 平成17年10月１日付をもって平成17年９月30日最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を１株に付き10株

の割合をもって分割する。 

 
前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のとおり

であります。 

  

 
  

２. 新株予約権の行使による増資 

当社は、平成18年３月31日に新株予約権（平成16年２月25日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会決議分）

に係る、新株予約権の全額について行使を受けました。 

当該新株予約権の権利行使の概要は、下記のとおりであります。 

 
これにより、平成18年３月31日現在の発行済株式総数は1,400,000株、資本金は352,350千円、資本準備金は

272,350千円となりました。 

  

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

新株予約権の行使による増資 

当社は、平成18年10月23日に第二回新株予約権（平成16年２月25日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会決

議分）に係る、新株予約権の一部について行使を受けました。 

当該新株予約権の権利行使の概要は、下記のとおりであります。 

 
これにより、平成18年10月23日現在の発行済株式総数は1,744,000株、資本金は726,270千円、資本準備金は

646,270千円となりました。 

  

(2) 分割により増加する株式数 普通株式 1,215,000株

(3) 配当起算日 平成17年４月１日

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

１株当たり純資産額 762円43銭

１株当たり中間純利益 65円70銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、新株予約権の残高があります

が、当社株式は非上場でありますので、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) 増加した株式の種類及び数 普通株式   50,000株

(2) 増加した資本金 18,750千円

(3) 増加した資本準備金 18,750千円

(1) 増加した株式の種類及び数 普通株式   32,000株

(2) 増加した資本金 12,000千円

(3) 増加した資本準備金 12,000千円



前事業年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

重要な新株の発行 

当社は、平成18年５月18日及び平成18年５月31日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行及び株式売

出しの決議を行いました。 

当該新株発行の内容は、下記のとおりであります。 

(1) 公募による新株式発行の払い込みを平成18年６月19日に完了いたしました。 

 
(2) 引受人の買取引受による売出し 

 
(3) オーバーアロットメントによる売出し 

 
  

  発行新株式数 普通株式 252,000株

  発行価格 １株につき 2,500円

  引受価額 １株につき 2,320円

  発行価額 １株につき 1,870円

  発行価額の総額 471,240,000円

  資本組入額 １株につき 1,160円

  資本組入額の総額 292,320,000円

  売出数 普通株式 148,000株

  売出価格 １株につき 2,500円

  売出価額の総額 370,000,000円

  売出数 普通株式 60,000株

  売出価格 １株につき 2,500円

  売出価額の総額 150,000,000円



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券届出書及びその添付書類 

有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)及び株式売出し(ブックビルディング方式による売出し) 

平成18年５月18日近畿財務局長に提出。 

(2) 有価証券届出書の訂正届出書 

(1)の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

平成18年６月１日及び平成18年６月12日近畿財務局長に提出。 

(3) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第37期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)  

平成18年６月28日近畿財務局長に提出。 

  

  

該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年５月１５日

株 式 会 社 ア テ ク ト 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アテクトの

平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３

０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社アテクトの平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年

９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別

途保管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 西 野 吉 隆 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 重 森 節 夫 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１日

株 式 会 社 ア テ ク ト 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アテクトの

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第３８期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３

０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フ

ロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社アテクトの平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年

９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 西 野 吉 隆 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 片 岡 茂 彦 
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