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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

  

 
(注) １ 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。 

２ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、対象となる関連会社等がないため記載を省略しております。

４ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  

第一部 【企業情報】

回次 第73期中 第74期中 第75期中 第73期 第74期

会計期間

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19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) 2,591,980 2,036,582 3,935,889 6,348,691 5,241,377

経常利益 (千円) 84,465 148,998 262,828 408,315 422,734

中間(当期)純利益 (千円) 67,907 84,765 152,720 256,725 245,857

持分法を適用した 
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000

発行済株式総数 (株) 17,180,000 17,180,000 17,180,000 17,180,000 17,180,000

純資産額 (千円) 4,036,050 4,211,832 4,408,410 4,238,683 4,367,808

総資産額 (千円) 6,618,303 6,350,927 7,425,362 6,966,019 7,216,292

１株当たり純資産額 (円) 238.03 248.49 260.24 250.02 257.74

１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) 4.00 5.00 9.01 15.14 14.50

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 6.00 6.00

自己資本比率 (％) 61.0 66.3 59.4 60.8 60.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △106,153 124,653 1,012,631 △199,163 △23,642

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 45,610 △9,397 △5,025 39,208 △24,361

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △89,490 △107,123 △107,760 △66,408 △113,745

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 1,114,931 1,046,731 1,776,695 1,038,599 876,850

従業員数 (人) 185 180 178 183 182
〔ほか、平均臨時雇用者数〕 〔19〕



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業内容について、重要な変更はありませ

ん。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、就業人員であり、臨時従業員数（アルバイト、パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を

含む）は、（ ）内に当中間会計期間の平均雇用人員を外数で記載しております。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

なお、平成19年９月末の組合員は、130 名であります。 

  

従業員数(人) 178 (19)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当中間期の日本経済は、好調な輸出に支えられた企業部門が景気を牽引し戦後最長の景気拡大を持

続しているものの、雇用者所得の伸び悩み、定率減税の廃止、コストプッシュ型価格上昇等の要因によ

り個人消費は伸び悩んでいます。また、米国経済の減速懸念や企業の設備投資の鈍化もあり、景気の先

行きは予断を許さない状況にあります。  

 このような状況のもと、当社の当中間期の受注高は3,276百万円と前年同期比26.5％の減となりまし

たが、繊維機械他において、前年度中国向けグラスファイバー用撚糸機の大型受注があった反動で、前

年同期比74.5％減の458百万円となったことが主な原因で、当社の主たる事業である圧縮機部門におき

ましては、中国向け石油化学用圧縮機やSF6ガス回収装置の受注等が寄与し2,817百万円と前年同期比

5.9％の増となりました。  

 当中間期末受注残高は2,979百万円と前年同期比21.5％の減となりました。圧縮機部門は2,121百万円

と前年同期比2.2％の増、また繊維機械他は857百万円で前年同期比50.2％の減となりました。  

 売上高に関しましては、前年同期比93.3％増の3,935百万円となりました。圧縮機部門においては、

韓国向け石油化学用圧縮機の輸出が寄与し2,780百万円と前年同期比60.3％の増、また繊維機械他も中

国向けグラスファイバー用撚糸機の輸出が大幅に増加し1,155百万円と前年同期比282.4％の増となりま

した。  

 利益面に関しましては、上記の如き売上の増加により営業利益は前年同期比80.0％の増の256百万

円、経常利益も同76.4％増の262百万円、中間純利益は同80.2％増の152百万円と増収増益の決算となり

ました。  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は1,776百万円（前年同期比729百万円増加

+69.7％）と、前期末に比べ899百万円の増加となりました。 

  

なお、当中間会計期間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、増加した資金は1,012百万円であります。 

（前年同期比887百万円増加+712.4％) 

この増加は主に売上債権の回収386百万円及び仕入債務の増加額365百万円など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、減少した資金は5百万円であります。 

（前年同期比4百万円増加+46.5％） 

この減少は主に有形固定資産の取得による支出6百万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、減少した資金は107百万円であります。 

（前年同期比0.6百万円減少△0.6％） 

この減少は主に配当金の支払100百万円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 

当中間会計期間の生産実績を製品別に示すと、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。 
  
(2) 受注実績 

当中間会計期間の受注実績を製品別に示すと、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) 販売実績 

当中間会計期間の販売実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 最近２中間会計期間における輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出高の割合 

  

 
２ 最近２中間会計期間における主要な輸出先別の割合 

 
３ 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は次のとおりであります。  

  

 
（注）主な相手先別の販売実績については、総販売実績に対する割合が100分の10以上のものについて記載

しており、「―」はその割合が100分の10未満であったことを示しております。 

４ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

製品名 生産高(千円) 前年同期比(％)

圧縮機 2,559,057 +8.4

繊維機械他 1,103,041 +229.4

合計 3,662,099 +35.9

製品名 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

圧縮機 2,817,861 +5.9 2,121,874 +2.2

繊維機械他 458,140 △74.5 857,746 △50.2

合計 3,276,001 △26.5 2,979,621 △21.5

製品名 販売高(千円) 前年同期比(％)

圧縮機 2,780,852 +60.3

繊維機械他 1,155,037 +282.4

合計 3,935,889 +93.3

製品名
前中間会計期間 当中間会計期間

輸出高(千円) 割合(％) 輸出高(千円) 割合(％)

圧縮機 203,263 11.7 901,924 32.4

繊維機械他 156,450 51.8 1,100,922 95.3

合計 359,714 17.7 2,002,847 50.9

前中間会計期間 東アジア 54％ 中近東 23％ 東南アジア 21％

当中間会計期間 東アジア 88％ 東南アジア 7％ 中近東 5％

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(％)

丸紅テクマテックス㈱ ― ― 1,101,066 28.0

DC Chemical Co.,Ltd. ― ― 534,000 13.6



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重要な変更及び新たな事項はあ

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等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社は「顧客の要求する製品を提供する」ことを基本理念とするとともに環境問題・社会要請等にも応え

るべく以下のような研究開発に取組んでおります。 

  

1. 「環境の世紀」と言われる21世紀においては究極のクリーンエネルギーである水素エネルギーがクロー

ズアップされてきています。その水素を燃料とし、燃焼・爆発させて走行する自動車（水素自動車）

や、燃料電池で電気を発生させて走行する自動車（燃料電池自動車）が実用化されています。これら

が、普及していくためには自動車の低価格化とともに、燃料の水素を安定的に供給する水素ステーショ

ンの整備が求められます。当社は1100気圧まで昇圧可能な水素ガスコンプレッサを空冷・レシプロ・全

段ピストン圧縮、オイルレス式で製品化を実現しましたが、今後は普及に向けたインフラ整備のため、

製品ラインアップの拡充を目指します。 

  

2. 半導体ウェーハ、半導体エピタキシャル、液晶パネル製造工程等に使用される塩化水素用として、高圧

塩化水素圧縮機の開発・製品化を行いました。塩化水素は、塩酸ガスとも呼ばれ、有毒で、わずかな湿

気でも反応すると塩酸となり、強い腐食性を示す特性があります。その特性から、業界では、高圧塩化

水素圧縮機は、構成部品等の寿命が短く、頻繁にメンテナンスを行っておりました。当社は、得意とす

る高圧技術に加え、耐食・耐性を考えた特殊材料の採用、気密・禁水技術（ガスと湿気を完全に遮断）

によりオイルフリー式高圧塩化水素圧縮機の長寿命化に成功し、製品ラインアップに加えました。 

  

なお、当中間会計期間の試験研究費の総額は、12百万円であります。 

  

  



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】 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、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、除却等はありません。 

  



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】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 36,000,000

計 36,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年9月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 17,180,000 17,180,000
大阪証券取引所
市場第二部

―

計 17,180,000 17,180,000 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

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19年４月１日～ 
平成19年９月30日

― 17,180 ― 1,440,000 ― 1,203,008



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 上記のほか、当社所有の自己株式240千株（1.40％）があります。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、

「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式213株が含まれております。 
  

② 【自己株式等】 

平成19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(％)

丸紅株式会社 東京都千代田区大手町一丁目４番２号 6,330 36.85

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町一丁目１番５号 508 2.96

株式会社神戸製鋼所 兵庫県神戸市中央区脇浜町二丁目10番26号 500 2.91

加地取引先持株会 大阪府堺市美原区菩提６番地 420 2.44

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜二丁目４番６号 314 1.83

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 303 1.76

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 200 1.16

株式会社近畿大阪銀行 大阪府大阪市中央区城見一丁目４番27号 200 1.16

東京海上日動火災保険株式会
社

東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 183 1.07

松原 佐多子 奈良県磯城郡田原本町 176 1.03

計 ― 9,135 53.17

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)
(自己保有株式)
普通株式 240,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

16,824,000
16,824 ―

単元未満株式  
普通株式 116,000 ― ―

発行済株式総数 17,180,000 ― ―

総株主の議決権 ― 16,824 ―

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(％)

(自己保有株式) 
株式会社加地テック

大阪府堺市美原区菩提６番
地

240,000 ― 240,000 1.4

計 ― 240,000 ― 240,000 1.4



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

  

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 288 283 298 357 317 296

低(円) 269 261 280 290 265 267



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18年４月１日から平成18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19年４月１日から平成19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、第74期中間会計期間(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、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第

75期中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間財務諸表について、あずさ監査法

人により中間監査を受けております。 

  

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、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

  



【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18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 446,731 976,695 476,850

 ２ 受取手形 ※５ 755,094 539,745 496,221

 ３ 売掛金 1,317,929 1,973,871 2,505,989

 ４ たな卸資産 1,703,339 1,676,319 1,801,515

 ５ 預け金 600,000 800,000 400,000

 ６ 繰延税金資産 117,951 124,144 125,403

 ７ その他 44,391 34,742 66,288

   貸倒引当金 △6,300 △7,600 △9,100

   流動資産合計 4,979,138 78.4 6,117,918 82.4 5,863,168 81.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※1,2 

3

  (1) 建物 150,288 138,232 144,004

  (2) 機械装置 170,347 147,093 159,441

  (3) 土地 447,525 447,525 447,525

  (4)  その他の 
     有形固定資産

60,473 53,958 58,887

計 828,634 786,809 809,858

 ２ 無形固定資産 5,583 3,488 4,107

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 269,653 248,934 262,478

  (2) 繰延税金資産 189,951 193,773 200,116

  (3) その他 81,923 78,395 80,520

     貸倒引当金 △3,957 △3,957 △3,957

計 537,571 517,145 539,157

   固定資産合計 1,371,789 21.6 1,307,443 17.6 1,353,123 18.8

   資産合計 6,350,927 100.0 7,425,362 100.0 7,216,292 100.0



前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 770,329 1,398,319 1,034,519

 ２ 買掛金 253,551 477,302 477,764

 ３ 短期借入金 ※２ 205,000 205,000 205,000

 ４ 未払法人税等 74,323 103,195 126,696

 ５ 賞与引当金 132,000 136,000 137,500

 ６ その他 ※４ 190,485 204,345 340,085

   流動負債合計 1,625,689 25.6 2,524,162 34.0 2,321,566 32.2

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 12,500 2,500 7,500

 ２ 退職給付引当金 441,816 433,710 453,793

 ３ 役員退職引当金 59,089 56,578 65,622

   固定負債合計 513,405 8.1 492,788 6.6 526,916 7.3

   負債合計 2,139,094 33.7 3,016,951 40.6 2,848,483 39.5

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,440,000 22.7 1,440,000 19.4 1,440,000 19.9

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,203,008 1,203,008 1,203,008

   資本剰余金合計 1,203,008 18.9 1,203,008 16.2 1,203,008 16.7

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 141,600 141,600 141,600

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 625,000 625,000 625,000

    繰越利益剰余金 804,752 1,016,886 965,845

   利益剰余金合計 1,571,352 24.7 1,783,486 24.0 1,732,445 24.0

 ４ 自己株式 △36,757 △0.5 △39,778 △0.5 △37,732 △0.5

   株主資本合計 4,177,604 65.8 4,386,717 59.1 4,337,721 60.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金 34,228 22,125 30,087

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― △431 ―

   評価・換算差額等 
   合計 34,228 0.5 21,693 0.3 30,087 0.4

   純資産合計 4,211,832 66.3 4,408,410 59.4 4,367,808 60.5

   負債純資産合計 6,350,927 100.0 7,425,362 100.0 7,216,292 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
比率
(％)

金額(千円)
比率
(％)

金額(千円)
比率
(％)

Ⅰ 売上高 2,036,582 100.0 3,935,889 100.0 5,241,377 100.0

Ⅱ 売上原価 1,477,283 72.5 3,276,215 83.2 3,997,698 76.3

   売上総利益 559,298 27.5 659,674 16.8 1,243,678 23.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 416,911 20.5 403,321 10.3 828,520 15.8

   営業利益 142,387 7.0 256,352 6.5 415,158 7.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 14,309 0.7 9,108 0.2 17,079 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２ 7,698 0.4 2,633 0.0 9,503 0.1

   経常利益 148,998 7.3 262,828 6.7 422,734 8.1

   税引前中間(当期) 
   純利益 148,998 7.3 262,828 6.7 422,734 8.1

   法人税、住民税 
   及び事業税 65,574 96,910 193,074

   法人税等調整額 △1,342 64,232 3.1 13,196 110,107 2.8 △16,198 176,876 3.4

   中間(当期)純利益 84,765 4.2 152,720 3.9 245,857 4.7



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４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,440,000 1,203,008 1,203,008

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） ― ― ―

 中間純利益 ― ― ―

 自己株式の取得 ― ― ―

 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) ― ― ―

平成18年９月30日残高(千円) 1,440,000 1,203,008 1,203,008

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
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(千円) 141,600 625,000 821,706 1,588,306 △35,641 4,195,673

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） ― ― △101,718 △101,718 ― △101,718

 中間純利益 ― ― 84,765 84,765 ― 84,765

 自己株式の取得 ― ― ― ― △1,115 △1,115

 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) ― ― △16,953 △16,953 △1,115 △18,069

平成18年９月30日残高(千円) 141,600 625,000 804,752 1,571,352 △36,757 4,177,604

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(千円) 43,010 43,010 4,238,683

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） ― ― △101,718

 中間純利益 ― ― 84,765

 自己株式の取得 ― ― △1,115

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △8,782 △8,782 △8,782

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △8,782 △8,782 △26,851

平成18年９月30日残高(千円) 34,228 34,228 4,211,832



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

  

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(千円) 1,440,000 1,203,008 1,203,008

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― ― ―

 中間純利益 ― ― ―

 自己株式の取得 ― ― ―

 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) ― ― ―

平成19年９月30日残高(千円) 1,440,000 1,203,008 1,203,008

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
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31日残高(千円) 141,600 625,000 965,845 1,732,445 △37,732 4,337,721

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― ― △101,679 △101,679 ― △101,679

 中間純利益 ― ― 152,720 152,720 ― 152,720

 自己株式の取得 ― ― ― ― △2,045 △2,045

 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) ― ― 51,041 51,041 △2,045 48,995

平成19年９月30日残高(千円) 141,600 625,000 1,016,886 1,783,486 △39,778 4,386,717

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 30,087 ― 30,087 4,367,808

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― ― ― △101,679

 中間純利益 ― ― ― 152,720

 自己株式の取得 ― ― ― △2,045

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △7,962 △431 △8,393 △8,393

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △7,962 △431 △8,393 40,602

平成19年９月30日残高(千円) 22,125 △431 21,693 4,408,410



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,440,000 1,203,008 1,203,008

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） ― ― ―

 当期純利益 ― ― ―

 自己株式の取得 ― ― ―

 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) ― ― ―

平成19年３月31日残高(千円) 1,440,000 1,203,008 1,203,008

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
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(千円) 141,600 625,000 821,706 1,588,306 △35,641 4,195,673

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） ― ― △101,718 △101,718 ― △101,718

 当期純利益 ― ― 245,857 245,857 ― 245,857

 自己株式の取得 ― ― ― ― △2,090 △2,090

 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) ― ― 144,138 144,138 △2,090 142,048

平成19年３月31日残高(千円) 141,600 625,000 965,845 1,732,445 △37,732 4,337,721

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(千円) 43,010 43,010 4,238,683

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） ― ― △101,718

 当期純利益 ― ― 245,857

 自己株式の取得 ― ― △2,090

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △12,923 △12,923 △12,923

事業年度中の変動額合計(千円) △12,923 △12,923 129,124

平成19年３月31日残高(千円) 30,087 30,087 4,367,808



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度

(自 平成18年４月１日
至 平成19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
  税引前中間(当期)純利益 148,998 262,828 422,734
  減価償却費 25,752 28,372 52,687
  退職給付引当金の増加額 
   （△減少額）

14,541 △20,083 26,519

  役員退職引当金の減少額  △28,641 △9,044 △22,107

  貸倒引当金の増加額 
  (△減少額)

957 △1,500 3,757

  賞与引当金の増加額 
   （△減少額）

― △1,500 5,500

  受取利息及び受取配当金 △1,236 △2,430 △2,653
  保険配当金等 △3,330 △1,562 △3,330
  支払利息 1,484 2,166 3,173
  有価証券利息 △2,481 △2,481 △4,962
  固定資産除却損 1,198 400 1,314
  売上債権の減少額 979,519 386,079 163,668
  棚卸資産の減少額 
   （△増加額）

△388,126 125,196 △486,303

  その他の流動資産の減少額 
   （△増加額）

△8,437 31,865 △30,328

  仕入債務の増加額 
   （△減少額）

△556,260 365,482 △59,905

  未払費用他の増加額 
   （△減少額）

△37,125 △35,280 2,054

  小計 146,812 1,128,511 71,818
  利息及び配当金の受取額 1,091 2,107 2,494
  利息の支払額 △1,423 △2,156 △3,092
  有価証券利息の受取額 2,755 2,755 5,510
  保険配当金等の受取額 3,330 1,562 3,330
  法人税等の支払額 △27,911 △120,148 △103,702
  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

124,653 1,012,631 △23,642

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー
  有形固定資産の取得による 
  支出

△11,115 △6,647 △27,002

  その他の投資の減少額 1,717 1,622 2,640
  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△9,397 △5,025 △24,361

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー
  短期借入金による収入 50,000 50,000 100,000
  短期借入金の返済による支出 △50,000 △50,000 △100,000
  長期借入金の返済による支出 △5,000 △5,000 △10,000
  自己株式の取得による支出 △1,115 △2,045 △2,090
  配当金の支払額 △101,008 △100,714 △101,654
  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

△107,123 △107,760 △113,745

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
  （△減少額）

8,132 899,845 △161,749

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 1,038,599 876,850 1,038,599
Ⅵ 現金及び現金同等物 
  中間期末(期末)残高

1,046,731 1,776,695 876,850



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) たな卸資産
区分 評価基準 評価方法

製品・ 
仕掛品

原価基準 個別法

原材料 原価基準
移動 
平均法

貯蔵品 原価基準
終仕入 

原価法

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) たな卸資産

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) たな卸資産

同左

 (2) 有価証券

満期保有目的の債券は償却原

価法（定額法）を採用してお

ります。

その他有価証券で時価のある

ものは中間期末日の市場価格

等に基づく時価法(評価差額

は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均

法により算定)を採用してお

ります。

 (2) 有価証券

同左

 (2) 有価証券

満期保有目的の債券は償却原

価法（定額法）を採用してお

ります。

その他有価証券で時価のある

ものは期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は、

全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定)を採用しておりま

す。

 

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

定率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(建物付属

設備を除く)については、定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物 ３～38年

機械装置 10～12年
 

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

定率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(建物付属

設備を除く)については、定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物 ３～38年

機械装置 10～12年

（会計方針の変更）

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、当中間会計期間より平成19年４

月１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。 

なお、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

る影響は軽微であります。

（追加情報）

当中間会計期間より、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産に

ついては、償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５年間で均等償

却する方法によっております。 

これに伴い、前中間会計期間と同一

の方法によった場合と比べ、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利益

がそれぞれ4,829千円減少しており

ます。

 

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

定率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(建物付属

設備を除く)については、定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物 ３～38年

機械装置 10～12年



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、

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。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

従業員に支給する賞与に充て

るため、会社の支給見込額を

計上しております。

 (2) 賞与引当金

同左

 (2) 賞与引当金

同左

 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当期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、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額

を費用処理しております。未

認識数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間(15年)による定額法

により、翌会計期間から費用

処理しております。

 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当期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、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額

を費用処理しております。未

認識数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間(14年)による定額法

により、翌会計期間から費用

処理しております。

 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当期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、当期末において発生

していると認められる額を計

上しております。なお、会計

基準変更時差異については、

15年による按分額を費用処理

しております。未認識数理計

算上の差異は、従業員の平均

残存勤務期間(14年)による定

額法により翌会計期間から費

用処理しております。

（追加情報）

前事業年度まで、未認識数理

計算上の差異については、15

年による按分額を費用処理し

ておりましたが、従業員の平

均残存勤務期間が短縮したた

め、当事業年度より数理計算

上の処理年数を14年に変更し

ております。この変更による

損益に与える影響は軽微であ

ります。 

 



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (4) 役員退職引当金

役員の退職金の支出に備え

て、役員退職慰労金内規に基

づく中間期末要支給額を計上

しております。

 (4) 役員退職引当金

同左

 (4) 役員退職引当金

役員の退職金の支出に備え

て、役員退職慰労金内規に基

づく当期末要支給額を計上し

ております。

４ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左

――― ５ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。なお、振当

処理の要件を満たしている為

替予約については振当処理に

よることとしております。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：先物為替予約

ヘッジ対象：外貨建金銭債権

及び外貨建予定取引

 (3) ヘッジ方針

通常の営業過程における外貨

建取引の将来の為替相場の変

動によるリスクを軽減するた

めに先物為替予約取引を行う

こととしております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の想定元本とヘッ

ジ対象に関する重要な条件が

同一であり、かつ、ヘッジ開

始時及びその後も継続して、

相場変動又はキャッシュ・フ

ロー変動を完全に相殺するも

のと想定することができるた

め、ヘッジの有効性の判定は

省略しております。

―――



(会計処理の変更) 

  

 
  

  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

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。

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は4,211,832千円でありま

す。なお、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。

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当事業年度から「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。従来の「資本

の部」の合計に相当する金額は

4,367,808千円であります。なお、

財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における財務諸表は、改正後

の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18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

2,434,544千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

2,476,954千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

2,457,319千円

※２ 担保に供している資産

下記物件により工場財団を設

定し担保に提供しておりま

す。

 1) 担保資産の種類

建物 109,956千円

機械装置 11,915千円

土地 61,641千円

その他の有形

固定資産
7,597千円

計 191,111千円

※２ 担保に供している資産

下記物件により工場財団を設

定し担保に提供しておりま

す。

 1) 担保資産の種類

建物 101,743千円

機械装置 10,250千円

土地 61,641千円

その他の有形

固定資産
6,531千円

計 180,167千円

※２ 担保に供している資産

下記物件により工場財団を設

定し担保に提供しておりま

す。

 1) 担保資産の種類

建物 105,817千円

機械装置 11,335千円

土地 61,641千円

その他の有形

固定資産
7,035千円

計 185,830千円

 

 

2) 対象債務

銀行取引

短期借入金 60,000千円

長期借入金 22,500千円

(１年以内返済予定額を含む)

計 82,500千円

 

 

2) 対象債務

銀行取引

短期借入金 60,000千円

長期借入金 12,500千円

(１年以内返済予定額を含む)

計 72,500千円

2) 対象債務

銀行取引

短期借入金 60,000千円

１年以内
返済予定の 
長期借入金

10,000千円

長期借入金 7,500千円

計 77,500千円

※３ 国庫補助金等による有形固定

資 産 の 圧 縮 累 計 額 は、

130,596千円であります。

※３ 国庫補助金等による有形固定

資 産 の 圧 縮 累 計 額 は、

130,596千円であります。

※３ 国庫補助金等による有形固定

資 産 の 圧 縮 累 計 額 は、

130,596千円であります。

※４ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ流動負債の

「その他」に含めて表示して

おります。

※４ 消費税等の取扱い

同左

―――

※５ 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

換日をもって決済処理してお

ります。なお、当中間会計期

間末日が金融機関の休日であ

ったため、次の中間会計期間

末日満期手形が、中間会計期

間末残高に含まれておりま

す。

受取手形 157,709千円

※５ 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

換日をもって決済処理してお

ります。なお、当中間会計期

間末日が金融機関の休日であ

ったため、次の中間会計期間

末日満期手形が、中間会計期

間末残高に含まれておりま

す。

受取手形 68,604千円
 

※５ 当事業年度末日満期手形の会

計処理については、手形交換

日をもって決済処理しており

ます。なお、当事業年度末が

金融機関の休日であったた

め、次の当事業年度末日満期

手形が、当事業年度末残高に

含まれております。

受取手形 67,016千円



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 966千円

有価証券利息 2,481千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 2,051千円

有価証券利息 2,481千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 2,383千円

有価証券利息 4,962千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 1,484千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 2,166千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 3,173千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 23,637千円

無形固定資産 1,634千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 27,250千円

無形固定資産 618千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 48,616千円

無形固定資産 3,111千円



(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 

   
  

  

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、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 3,175株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

  

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、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 6,760株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

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) 17,180,000 ― ― 17,180,000

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) 226,863 3,175 ― 230,038

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６月27日 
定時株主総会

普通株式 101,718 6.00 平成18年３月31日 平成18年６月27日

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) 17,180,000 ― ― 17,180,000

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) 233,453 6,760 ― 240,213

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５月25日 
定例取締役会

普通株式 101,679 6.00 平成19年３月31日 平成19年６月28日



前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

  

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、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加6,590株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

(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 当事業年度末

普通株式 (株) 17,180,000 ― ― 17,180,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 (株) 226,863 6,590 ― 233,453

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６月27日 
定時株主総会

普通株式 101,718 6.00 平成18年３月31日 平成18年６月27日

決議 株式の種類 配当の原資
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５月25日 
定例取締役会

普通株式 利益剰余金 101,679 6.00 平成19年３月31日 平成19年６月28日

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

現金預金 446,731千円

預け金 600,000千円

現金及び 
現金同等物

1,046,731千円

 

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

現金預金 976,695千円

預け金 800,000千円

現金及び 
現金同等物

1,776,695千円

 

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

現金預金 476,850千円

預け金 400,000千円

現金及び
現金同等物

876,850千円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

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

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

その他の 
有形固定資産

取得価額相当額 91,640千円

減価償却累計額 
相当額

53,622千円

中間期末残高相当額 38,018千円

(注)取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

 

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

その他の
有形固定資産

取得価額相当額 95,660千円

減価償却累計額
相当額

72,430千円

中間期末残高相当額 23,229千円

同左
 

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

その他の 
有形固定資産

取得価額相当額 91,640千円

減価償却累計額
相当額

63,500千円

期末残高相当額 28,140千円

(注)取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 18,406千円

１年超 19,611千円

計 38,018千円

(注)未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定

しております。

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 11,132千円

１年超 12,097千円

計 23,229千円

同左
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 13,957千円

１年超 14,182千円

計 28,140千円

(注)未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 9,878千円

減価償却費相当額 9,878千円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 8,930千円

減価償却費相当額 8,930千円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 19,756千円

減価償却費相当額 19,756千円

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



(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末において、その他有価証券で時価のある株式について

減損処理を行っておりません。 

なお、減損処理にあたっては、中間会計期間末（前事業年度末）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、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 

  

 
  

種類

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

取得原価 
  
  

(千円)

中間貸借
対照表 
計上額 
(千円)

差額 
  
  

(千円)

取得原価
  
  

(千円)

中間貸借
対照表 
計上額 
(千円)

差額
  
  

(千円)

取得原価
  
  

(千円)

貸借対照
表計上額 

  
(千円)

差額
  
  

(千円)

株式 11,192 68,239 57,047 11,192 48,067 36,875 11,192 61,338 50,145

計 11,192 68,239 57,047 11,192 48,067 36,875 11,192 61,338 50,145

種類

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

中間貸借対照表計上額 
（千円）

中間貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額 
（千円）

満期保有目的 
の債券 
社債

 
 

201,414 200,866 201,140

計 201,414 200,866 201,140



(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

  

  

(ストック・オプション等関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間会計期間(自 平成19年

４月１日 至 平成19年９月30日)及び前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間会計期間(自 平成19年

４月１日 至 平成19年９月30日)及び前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当社は、対象となる関連会社等がないため該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間会計期間(自 平成19年

４月１日 至 平成19年９月30日)及び前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

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 

  

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益 

  

 
  

(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間会計期間(自 平成19年

４月１日 至 平成19年９月30日)及び前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 248円49銭 １株当たり純資産額 260円24銭 １株当たり純資産額 257円74銭

１株当たり中間純利益 5円00銭 １株当たり中間純利益 9円01銭 １株当たり当期純利益 14円50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。

同左 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。

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

中間貸借対照表の純資産の部
の合計額（千円）

4,211,832 4,408,410 4,367,808

普通株式に係る純資産額 
(千円)

4,211,832 4,408,410 4,367,808

普通株式の発行済株式数 
（株）

17,180,000 17,180,000 17,180,000

普通株式の自己株式数 
（株）

230,038 240,213 233,453

１株当たりの純資産の算定に
用いられた普通株式の数 
(株)

16,949,962 16,939,787 16,946,547

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益(千円) 84,765 152,720 245,857

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)

84,765 152,720 245,857

普通株式の期中平均株式数
(株)

16,951,928 16,942,336 16,950,045



(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。 

  

 
  

  

  

有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第74期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年６月27日 
近畿財務局長に提出

有価証券報告書の訂
正報告書

事業年度 
(第74期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年８月24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12月22日

株式会社加地テック 

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

ている株式会社加地テックの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第74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30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、株式会社加地テックの平成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

  

 
  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  日根野谷  正  人  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  黒  木  賢 一 郎  ㊞

※ 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。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成19年12月21日

株式会社加地テック 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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加地テックの平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第75期事業年度の中間

会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30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、株式会社加地テックの平成19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19年4月1日から平成19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

  

 
  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  日根野谷  正  人  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  黒  木  賢 一 郎  ㊞

※ 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。
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