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第一部 【企業情報】 

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、「連結会計年度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 当社は、関連会社を有しておりませんので、「持分法を適用した場合の投資利益」については、記載しておりません。 

４ 当社は、潜在株式がないため、「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益」を記載しておりません。 

  

回次 第50期中 第51期中 第52期中 第50期 第51期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

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15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 千円 10,474,480 10,976,264 10,694,691 21,660,387 22,121,757

経常利益 千円 1,461,232 1,819,478 1,586,108 3,207,552 3,222,772

中間(当期)純利益 千円 792,323 1,039,710 700,402 1,696,934 1,806,163 

持分法を適用した場合の 
投資利益 

千円 ― ― ― ― ―

資本金 千円 3,387,300 3,387,300 3,387,300 3,387,300 3,387,300

発行済株式総数 株 15,732,000 15,732,000 15,732,000 15,732,000 15,732,000

純資産額 千円 32,605,656 34,553,272 36,390,905 33,670,758 35,325,349

総資産額 千円 38,868,263 41,220,067 45,140,476 40,141,217 42,192,215

１株当たり純資産額 円 2,072.70 2,196.65 2,313.53 2,137.60 2,242.59

１株当たり中間 
(当期)純利益 

円 50.37 66.10 44.53 105.01 111.64

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

円 ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

円 13.50 15.00 16.50 30.00 35.00

自己資本比率 ％ 83.9 83.8 80.6 83.9 83.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

千円 2,287,339 1,350,538 1,218,439 4,293,258 2,632,697

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

千円 △433,074 △2,197,180 △2,237,727 △1,203,523 △3,333,884

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

千円 △212,497 △260,599 △314,981 △425,348 △497,253

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

千円 7,500,980 7,416,359 5,990,889 8,523,600 7,325,159

従業員数 人 537 519 523 523 524



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

また、事業区分による部門についても単一としており、異動はありません。 

なお、主要販売製品を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

  

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) 提出会社の状況 

  

(注) 従業員は就業人員であります。 

  

(2) 労働組合の状況 

昭和32年２月11日結成され、日本化学エネルギー産業労働組合に所属しております。平成17年９月30日現在の組

合員数は、224名であります。なお、労使関係は良好に推移しており、過去に紛争、争議等の行為はありません。 

  

  

品目別 主要販売製品

上水道関連 
水道用硬質塩化ビニル管・継手、量水器ボックス、止水栓ボックス、水栓柱、水道用
樹脂製バルブ、給水特殊継手、制水弁筐、散水栓ボックス 

下水道関連 
下水道用硬質塩化ビニル管・継手、塩ビ製インバートマス、塩ビ製小型マンホール、
排水用特殊継手、排水用吸気弁、雨水マス 

環境機器関連 小型浄化槽、排水処理関連施設、グリーストラップ、雑排水処理槽、トイレ・タンク

その他 プラント用樹脂製バルブ、水洗パン、サワーコーン

従業員数 523人 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間期におけるわが国経済は、設備投資の増加、底堅い個人消費により、国内の民間需要が回復を続けている

背景にあり、一部地域を除き景気は踊り場脱却を果たした状態で推移いたしました。 

当社の関連する上水道・下水道業界におきましては、民間需要の回復により住宅着工戸数は前年をやや上回りま

したが、引き続いての原油高、公共投資の削減と予断を許さない状況下で推移いたしました。 

このような状況のもとで、当社は、熊谷第二工場第二期増設工事が完成し、戸田工場移転統合の効果を上げるべ

く、生産体制の合理化・業務の効率化による諸経費の削減と、コストダウンに全力を傾注してまいりました。併せ

て、提案開発型営業の推進など、積極的な営業展開を図ってまいりました。しかしながら、第二期増設工事の設備

投資による減価償却費、戸田工場移転にともなう建物等の固定資産除売却損を計上をいたしました。 

この結果、当中間期の業績は、 

となりました。 

(2) キャッシュ・フロー 

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。)は59億90百万円となり、前期末に比べ13億

34百万円(18.2%)減少しました。 

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。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得た資金は、主に、法人税等の支払５億74百万円があったものの、税引前中間純利益12億24百

万、減価償却費６億48百万円の計上、固定資産除売却損３億70百万円、たな卸資産２億11百万円及び仕入債務１億

72百万円の増加、売上債権94百万円の減少により、12億18百万円(前年同期比１億32百万円減)となりました。 

(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、主に、投資有価証券の取得11億25百万円と第二工場第二期増設工事等による有

形固定資産の取得22億82百万円の支出により、22億37百万円(前年同期比40百万円増)となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果支出した資金は、主に決算資金としての短期借入金による収入10億40百万円と返済による支出10

億40百万円、配当金の支払３億14百万円により、３億14百万円(前年同期比54百万円増)となりました。 

  

売上高 １０６億９４百万円（前期比  ２．６％減）

営業利益 １４億６９百万円（前期比 １６．９％減）

経常利益 １５億８６百万円（前期比 １２．８％減）

中間純利益 ７億００百万円（前期比 ３２．６％減）



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

イ 生産実績 

当社は、事業区分による部門が単一であるため、事業部門別で示すことができません。 

なお、当中間期の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) 金額は、販売価格により記載しており消費税等は含まれておりません。 

  

ロ 商品仕入実績 

当社は、事業区分による部門が単一であるため、事業部門別で示すことができません。 

なお、当中間期の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) 金額は、仕入価格により記載しており消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当社の主要製品は大部分見込生産でありますが、一部(水処理装置)については、受注生産を行っております。 

  

(注) 金額は、販売価格により記載しており消費税等は含まれておりません。 

品目別 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

生産高(千円) 前年同期比(％) 

上水道関連 2,843,615 △4.8 

下水道関連 6,648,837 △0.3 

環境機器関連 870,887 △14.4 

その他 337,008 △4.8 

合計 10,700,347 △2.9 

品目別 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

仕入高(千円) 前年同期比(％) 

上水道関連 35,862 △27.3 

下水道関連 37,766 △25.5 

環境機器関連 1,181 △15.2 

その他 124,583 △4.2 

合計 199,392 △13.9 

品目別 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

  金額(千円) 前年同期比(％) 

環境機器関連 
(水処理装置) 

受注高 182,504 △4.5 

受注残高 102,649 △28.0 



(3) 販売実績 

当社は、事業区分による部門が単一であるため、事業部門別で示すことができません。 

なお、当中間期の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 総販売実績に対し、10％以上に該当する販売先はありません。 

  

品目別 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

販売高(千円) 前年同期比(％) 

製品 

上水道関連 2,824,430 △1.7 

下水道関連 6,517,236 △0.2 

環境機器関連 817,583 △17.2 

その他 309,871 △4.2 

小計 10,469,122 △2.3 

商品 

上水道関連 43,552 △21.4 

下水道関連 43,436 △25.9 

環境機器関連 1,649 △12.8 

その他 136,930 △4.8 

小計 225,569 △13.2 

合計 10,694,691 △2.6 



３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社の研究開発活動は、合成樹脂の性能・物性及び配合に関する研究、製品を作り出す射出成形・押出成形・ブロ

ー成形用金型の設計技術及び成形技術などの総合的な技術開発をベースとして、顧客のニーズ・市場の変化に対応し

た、上水道・下水道及び環境機器関連分野における、「水分野」に特化した当社独自製品の開発に取り組んでおりま

す。 

当期特に重点をおき活動した研究開発は、上水道関連製品においては、耐寒性能と凍上防止を考慮した北海道向け

「伸縮式メーターボックス」13,20,25mmなど、下水道関連製品においては、コンクリート製マンホールの外副管方式

に変わる、新方式として「内副管マンホール継手ビニ内副管」の大口径品揃え・宅地内排水管用伸縮継手として

50,75,100mmの品揃え・ビル、マンションなど大型集合住宅の雨水対応として「大口径雨水マス」・「雨水浸透マス」

など、環境機器関連製品においては、生活排水から窒素、リンを除去して海域の赤潮、藻類、湖沼の藍藻類アオコの

異常増殖を阻止する一般戸建用の「高度処理小型浄化槽」などであります。 

また、環境問題については、プラスチックスのリサイクル活動に積極的に取り組み、硬質塩化ビニルの再生材料を

使用した最水器ボックスの開発及び当社の環境宣言「ごみゼロと省エネ」に配慮した製品「養生蓋」・「目地いら

ず」などの品揃えを進めてまいりました。 

当期における研究開発費の総額は、1億93百万円(消費税等を除く)であります。 

なお、平成17年9月30日現在における国内外の工業所有権の総数は、479件であります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

前事業年度末(平成17年３月31日)において、実施中又は計画中であった設備の新設・除却等について当中間会計期

間の状況は次のとおりであります。 

①新設 

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記設備は、戸田工場移転による増築と作業環境及び自動合理化による新設であります。 

  ３ 熊谷市、大里町、妻沼町の合併に伴い、平成17年９月1日付で妻沼工場を熊谷工場に改称しております。 

②除却 

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ２ 戸田工場の生産設備における機械装置及び運搬具や工具器具備品は、全て移設を想定しておりまし  たが、移設時

に作業ライン等合理化を考慮し売却及び廃棄をしました。 

    

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(平成17年３月31日)に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はありません。 

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。 

  

  

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 

帳簿価額(千円)
従業員数 
(人) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具 

工具器具
及び備品 

合計 

熊谷工場(第二)増設分 
(埼玉県熊谷市) 

上下水道 
生産設備 

2,587,300 1,688,978 64,332 4,340,611  
290 
  熊谷工場（第一・第二） 

（埼玉県熊谷市） 
上下水道 
生産設備 

31,873 710,837 4,632 747,343 

本社（東京都中央区） 管理業務設備 ― ― 15,908 15,908 29

合計   2,619,174 2,399,815 84,873 5,103,863 319

事業所名(所在地) 設備の内容 帳簿価額等(千円)
除却等の
年月日 

除却等による 
減少能力 

戸田工場 
(埼玉県戸田市) 

工場建物 
及び構築物 

137,451 平成17.09.1
移転統合のため 
能力減少なし 

      〃 
機械装置 
及び運搬具 

41,378 平成17.09.1
移転統合のため 
能力減少なし 

熊谷工場(第二) 
(埼玉県熊谷市) 

工場建物一部 32,103 平成17.09.1
増設による 
一部除却のため 
能力減少なし 

 戸田工場(埼玉県戸田市) 
 熊谷工場(第二)(埼玉県熊谷   

市) 
解体撤去費用 134,115 平成17.09.30 ― 

合計 ― 345,049 ― ― 



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】 

  

(注) 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めております。 

  

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) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

平成17年９月30日現在 

  

種類 会社が発行する株式の総数(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17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月20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 15,732,000 同左
東京証券取引所
市場第一部 

― 

計 15,732,000 同左 ― ― 

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17年９月30日 ― 15,732,000 ― 3,387,300 ― 6,363,390



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ ザ バンク ニューヨーク トリーテイー ジヤスデツク アカウント、ベア スターンズ アンド カンパニー、ザ バ

ンク ニューヨーク ノントリーテイー ジヤスデツク アカウント、ステート ストリート バンク アンド トラス

ト カンパニー 505044およびモルガン・スタンレーアンドカンパニー インクは、主として欧米の機関投資家の所

有する株式の保管業務を行うとともに、当該機関投資家の株式名義人となっております。 

 ２ 平成17年３月８日付で、アーノルド・アンド・エス・ブレイクロウダー・アドバイザーズ・エルエルシー から、証券取

引法第27条の26第１項に基づく大量保有報告書の提出があり、平成17年２月28日現在における保有株式数が829,500株(保

有割合5.3 %)である旨報告を受け、また、同年６月７日付で、証券取引法第27条の26第２項に基づく変更報告書の提出が

あり、同年５月31日現在における保有株式数が989,500株(保有割合6.3%)である旨報告を受けておりますが、当社として

は平成17年９月30日現在における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

      平成17年８月17日付で、オー・シー・エム・オポチュニティーズ・ファンド・ファイブ・エルピー及びオー・シー・エ

ム・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド・エルピーから、証券取引法第27条の23第１項に基づく大量保有報告書の

提出があり、平成17年８月12日現在における保有株式数が794,900株(保有割合5.1%)である旨報告を受け、また、同年９

月22日付で、証券取引法第27条の25第１項に基づく変更報告書の提出があり、同年９月16日現在における保有株式数が

978,000株(保有割合6.2%)である旨報告を受けておりますが、当社としては平成17年９月30日現在における所有株式数の

確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

  

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(％) 

ザ バンク ニューヨーク ト
リーテイー ジヤスデツク ア
カウント 
(常任代理人 株式会社東京三菱
銀行) 

米国・ニューヨーク
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号) 

959 6.1

前澤工業株式会社 東京都中央区八重洲二丁目７番２号 879 5.6

前澤給装工業株式会社 東京都目黒区鷹番二丁目13番５号 842 5.4

ベア スターンズ アンド カンパ
ニー 
(常任代理人シテイバンク・エ
ヌ・エイ) 

米国・ニューヨーク
(東京都品川区東品川二丁目３番14号) 

835 5.3

ザ バンク ニューヨーク ノ
ントリーテイー ジヤスデツク 
アカウント 
(常任代理人 株式会社東京三菱
銀行) 

米国・ニューヨーク
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号) 

654 4.2

ステート ストリート バンク
アンド トラスト カンパニー 
505044 
(常任代理人株式会社みずほ 
コーポレート銀行) 

米国・ボストン 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

462 2.9

モルガン・スタンレーアンドカ

ンパニー インク 

 (常任代理人モルガン・スタン
レー証券株式会社) 

米国・ニューヨーク 

 (東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号) 
381 2.4

財団法人前澤育英財団 東京都中央区八重洲二丁目７番２号 360 2.3

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 305 1.9

株式会社りそな銀行 
大阪府大阪市中央区備後町二丁目２番１
号 

291 1.9

計 ―     5,971         38.0



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17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1,500株(議決権15個)含まれております。 

２ 「単元未満株式」の欄には、当社保有の自己株式が17株含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17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) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部によるものであります。 

  

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。 

  

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
2,400 

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

15,709,200 
157,092 ― 

単元未満株式 
普 通 株 式
20,400 

― １単元(100株)未満の株式 

発行済株式総数 15,732,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 157,092 ― 

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) 
前澤化成工業株式会社 

東京都中央区八重洲 
二丁目７番２号 

2,400 ― 2,400 0.0

計 ― 2,400 ― 2,400 0.0

月別 
平成17年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 2,085 2,100 2,095 2,100 2,145 2,130

最低(円) 1,939 1,888 1,930 2,005 1,968 1,931



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。 

ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項のただし書

きにより、改正前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16年４月１日から平成16年９月30日まで)及

び当中間会計期間(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、中央青山監査法人により

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、子会社がないため、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16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17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   10,542,843   7,017,281 9,751,646   

２ 受取手形   5,775,874   5,229,495 5,814,277   

３ 売掛金   3,161,739   3,459,414 2,856,487   

４ 有価証券   1,250,015   1,250,307 750,213   

５ たな卸資産   2,098,406   2,467,098 2,255,366   

６ その他   624,808   879,758 475,290   

 貸倒引当金   △46,100   △93,700 △106,500   

流動資産合計     23,407,588 56.8 20,209,656 44.8   21,796,780 51.7

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1) 建物   3,129,236   5,207,901 3,028,083   

(2) 機械及び装置   1,824,692   3,855,128 1,720,050   

(3) 工具器具 
及び備品   1,436,498   1,471,583 1,488,407   

(4) 土地   3,485,244   3,791,232 3,791,232   

(5) その他   1,142,046   802,534 2,584,855   

計   11,017,718   15,128,380 12,612,629   

２ 無形固定資産   109,065   426,035 211,021   

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券   5,944,236   8,702,249 6,850,329   

(2) その他     851,846   888,136 1,040,044   

 貸倒引当金   △110,388   △213,981 △318,591   

計   6,685,694   9,376,404 7,571,783   

固定資産合計     17,812,478 43.2 24,930,819 55.2   20,395,434 48.3

資産合計     41,220,067 100.0 45,140,476 100.0   42,192,215 100.0

            



  

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17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   2,551,713   2,619,487 2,648,704   

２ 買掛金   1,233,765   1,090,634 805,395   

３ 未払法人税等   721,345   532,211 636,177   

４ 賞与引当金   385,000   379,000 376,000   

５ その他   1,230,014   2,959,729 1,732,025   

流動負債合計     6,121,839 14.9 7,581,062 16.8   6,198,303 14.7

Ⅱ 固定負債           

１ 繰延税金負債   217,546   957,470 409,210   

２ 退職給付引当金   145,121   41,868 76,497   

３ 役員退職慰労金 
引当金   151,100   135,100 151,100   

４ その他   31,186   34,068 31,754   

固定負債合計     544,955 1.3 1,168,507 2.6   668,562 1.6

負債合計     6,666,794 16.2 8,749,570 19.4   6,866,865 16.3

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     3,387,300 8.2 3,387,300 7.5   3,387,300 8.0

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金   6,363,390     6,363,390 6,363,390 6,363,39   

資本剰余金合計     6,363,390 15.4 6,363,390 14.1   6,363,390 15.1

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   846,825   846,825 846,825   

２ 任意積立金   20,334,381   21,542,432 20,334,381   

３ 中間(当期)未処分 
  利益   2,758,537   2,416,796 3,289,040   

利益剰余金合計     23,939,744 58.1 24,806,054 54.9   24,470,247 58.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金     865,729 2.1 1,837,866 4.1   1,107,734 2.6

Ⅴ 自己株式     △2,891 △0.0 △3,704 △0.0   △3,322 △0.0

資本合計     34,553,272 83.8 36,390,905 80.6   35,325,349 83.7

負債・資本合計     41,220,067 100.0 45,140,476 100.0   42,192,215 100.0

            



 ② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17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    10,976,264 100.0 10,694,691 100.0 22,121,757 100.0

Ⅱ 売上原価    6,610,083 60.2 6,689,339 62.5 13,519,212 61.1

売上総利益    4,366,181 39.8 4,005,352 37.5 8,602,545 38.9

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費    2,597,780 23.7 2,535,491 23.8 5,499,576 24.9

営業利益    1,768,400 16.1 1,469,860 13.7 3.102,968 14.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  54,727 0.5 128,296 1.2 130,116 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,648 0.0 12,049 0.1 10,313 0.0

経常利益    1,819,478 16.6 1,586,108 14.8 3,222,772 14.6

Ⅵ 特別利益    2,631 0.0 13,626 0.2 ― ―

Ⅶ 特別損失 ※３  12,059 0.1 374,897 3.5 22,838 0.1

税引前中間(当期) 
純利益    1,810,050 16.5 1,224,837 11.5 3,199,933 14.5

法人税、住民税 
及び事業税 ※４ 670,000   499,000 1,285,000    

法人税等調整額 ※４ 100,340 770,340 7.0 25,435 524,435 5.0 108,770 1,393,770 6.3

中間(当期)純利益    1,039,710 9.5 700,402 6.5 1,806,163 8.2

前期繰越利益    1,718,827 1,716,394 1,718,827  

中間配当額    ― ― 235,949  

中間(当期) 
未処分利益    2,758,537 2,416,796 3,289,040  

          



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17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16年４月１日 
至 平成17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  1,810,050 1,224,837 3,199,933

 減価償却費  547,542 648,721 1,229,746

  貸倒引当金の増減額 
  (減少は△) 

 △2,809 △117,410 265,344

  賞与引当金の増加額  26,000 3,000 17,000

 退職給付引当金の減少額  △72,183 △34,628 △140,807

 役員退職慰労金引当金の 
 減少額 

 △98,700 △16,000 △98,700

 受取利息及び受取配当金  △37,689 △97,978 △63,751

 支払利息  2,324 3,008 4,443

 固定資産除売却損  4,630 370,974 21,359

 投資有価証券評価損  4,170 ― 4,999

 ゴルフ会員権評価損  4,520 4,900 ―

 売上債権の減少額   156,195 94,751 176,744

   たな卸資産の増加額  △218,576 △211,732 △375,535

   仕入債務の増加額  336,620 172,985 100,688
 その他の資産負債等の 
増減額 

 △43,590 △262,992 67,306

 役員賞与の支払額  △45,000 △50,000 △45,000

小計  2,353,507 1,732,438 4,363,772

  解体撤去費用の支払額  ― △34,115 ―

 利息及び配当金の受取額  37,644 98,090 63,825

 利息の支払額  △2,324 △3,008 △4,443

 法人税、住民税及び 
事業税の支払額 

 △1,058,289 △574,965 △1,790,457

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,350,538 1,218,439 2,632,697

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

 定期預金の預入による支出  △4,340,000 △2,080,000 △6,776,700

 定期預金の払戻による収入  4,230,000 2,980,000 7,866,500

 投資有価証券の取得による 
支出 

 △1,033,080 △1,125,543 △1,533,681

投資有価証券の売却による 
収入 

 ― 499,500 ―

 有形固定資産の取得による 
支出 

 △1,030,538 △2,282,634 △2,746,963

 有形固定資産の売却による 
収入 

 3,764 9,640 4,676

 無形固定資産の取得による 
  支出 

 △22,165 △230,024 △137,691

 その他投資等の取得又は 
返還による収支 

 △5,160 △8,666 △10,024

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △2,197,180 △2,237,727 △3,333,884



  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17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16年４月１日 
至 平成17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 

  

 短期借入れによる収入  370,000 1,040,000 1,480,000

 短期借入金の返済による 
支出 

 △370,000 △1,040,000 △1,480,000

 自己株式の取得による支出  △1,165 △382 △1,597

 配当金の支払額  △259,433 △314,598 △495,655

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △260,599 △314,981 △497,253

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △1,107,240 △1,334,269 △1,198,440

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 8,523,600 7,325,159 8,523,600

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 7,416,359 5,990,889 7,325,159

    



中間財務諸表(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16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31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満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法) 

(1) 有価証券 

――――― 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間期末日の市場価格

等に基づく時価法 

(評価差額は全部資本

直入法により処理し、

時価と比較する取得原

価は移動平均法により

算定) 

②その他有価証券 

 時価のあるもの 

   同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格

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、

時価と比較する取得原

価は移動平均法により

算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

  時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2) たな卸資産 

① 商品、製品、原材

料、仕掛品 

総平均法による原価

法、ただし、仕掛品の

一部(水処理装置)につ

いては個別法による原

価法 

(2) たな卸資産 

① 商品、製品、原材

料、仕掛品 

同左 

(2) たな卸資産 

① 商品、製品、原材

料、仕掛品 

同左 

② 貯蔵品 

最終仕入原価法による

原価法 

② 貯蔵品 

同左 

② 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(附属設備

を除く)については、

定額法)を採用してお

ります。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物   ７～50年 

機械及び装置 ８年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

ソフトウェアについて

は、社内利用可能期間

(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 

定額法によっておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 引当金の計上基

準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失

に備えるため、一般債

権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債

権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見

込額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 賞与引当金 

従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、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。 

数理計算上の差異は、

各期の発生時における

従業員の平均残存勤務

期間以内一定の年数

(10年)による定額法に

より按分した額をそれ

ぞれ発生の翌期から費

用処理しております。 

(3) 退職給付引当金 

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。 

数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定額法により翌期

から費用処理しており

ます。 

  (4) 役員退職慰労金引当金 

役員に対する退職慰労

金の支給に備えるた

め、内規に基づく必要

額を計上しておりま

す。 

(4) 役員退職慰労金引当金 

役員に対する退職慰労

金の支給に備えるた

め、内規に基づく必要

額を計上しておりま

す。 

(4) 役員退職慰労金引当金 

役員に対する退職慰労

金の支給に備えるた

め、内規に基づく必要

額を計上しておりま

す。 

  (追加情報) 

平成16年６月24日付

で内規を廃止したた

め、同日後の引当金繰

入について行わないこ

とにし、また、引当金

残高については役員の

退任時まで凍結してお

ります。 

  なお、平成16年６月

24日付で内規を廃止し

たため、同日後の引当

金繰入について行わな

いことにし、また、引

当金残高については役

員の退任時まで凍結し

ております。 

(追加情報) 

  平成16年６月24日付

で内規を廃止したた

め、同日後の引当金繰

入について行わないこ

とにし、また、引当金

残高については役員の

退任時まで凍結してお

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 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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

中間キャッシュ・フロー計

算書の資金(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

同左 

  

キャッシュ・フロー計算書

の資金(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



    
  

囲 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。 

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。 

６ その他中間財務

諸表(財務諸表)

のための基本と

なる重要な事項 

(1) 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、税抜方

式によっております。 

なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺

して流動負債「その

他」に含めて表示して

おります。 

(1) 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、税抜方

式によっております。 

なお、仮払消費税等

及び仮受消費税等は相

殺して流動資産「その

他」に含めて表示して

おります。 

(1) 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、税抜方

式を採用しておりま

す。 



会計処理の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― 

  

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間から「固定資産の
減損に係る会計基準」（「固定資産
の減損に係る会計基準の設定に関す
る意見書」（企業会計審議会 平成
14年８月９日」））及び「固定資産
の減損に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成15年10
月31日 企業会計基準適用指針第６
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。 

――――― 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(外形標準課税制度の導入) 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税が導入されたことに

伴い、当中間会計期間から「法人事

業税における外形標準部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が

20,000千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益がそれぞ

れ20,000千円減少しております。 

――――― (外形標準課税制度の導入) 

「地方税法等の一部を改正する法
律」（平成15年法律第9号）が平成
15年３月31日に公布され、平成16年
４月１日以後に開始する事業年度よ
り外形標準課税が導入されたことに
伴い、当事業年度から「法人事業税
における外形標準部分の損益計算書
上の表示についての実務上の取扱
い」（平成16年２月13日 企業会計
基準委員会 実務対応報告第12号）
に従い法人事業税の付加価値割及び
資本割については、販売費及び一般
管理費に計上しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によ

った場合に比較して、販売費及び一

般管理費は52,000千円増加し、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利

益はそれぞれ52,000千円減少してお

ります。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

(中間損益計算書関係) 

  

  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

21,683,552千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

21,534,957千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

22,130,541千円 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要項目 

受取利息 2,731千円

受取配当金 34,957千円

※１ 営業外収益のうち主要項目 

受取利息 5,775千円

受取配当金 92,203千円

※１ 営業外収益のうち主要項目 

受取利息 5,243千円

受取配当金 58,508千円

※２ 営業外費用のうち主要項目 

支払利息 2,324千円

※２ 営業外費用のうち主要項目 

支払利息 3,008千円

※２ 営業外費用のうち主要項目 

支払利息 4,443千円

※３    ――――― 

   

※３ 特別損失のうち主要項目 

固定資産除却損 359,437千円

※３    ――――― 

   

※４ 税効果会計 

中間会計期間に係る「法人

税、住民税及び事業税」及び

「法人税等調整額」は、当期に

予定している利益処分による特

別償却準備金の積立及び取崩し

を前提として、当中間会計期間

に係る金額を計算しておりま

す。 

※４ 税効果会計 

同左 

※４ 

――――― 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 536,232千円

無形固定資産 15,150千円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 633,711千円

無形固定資産 15,010千円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,204,866千円

無形固定資産 24,880千円

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 

現金及び預金 10,542,843千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△4,376,500千円

マネー・ 
マネージメント 
・ファンド 
及び国内コマー
シャルペーパー 

1,250,015千円

現金及び 
現金同等物 

7,416,359千円

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 

現金及び預金 7,017,281千円

預入期間が 
３ヶ月を超える
定期預金 

△2,276,700千円

マネー・ 
マネージメント
・ファンド 
及び金銭信託 

1,250,307千円

現金及び 
現金同等物 

5,990,889千円

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 

現金及び預金 9,751,646千円

預入期間が
３ヶ月を超える
定期預金 

△3,176,70千円

マネー・
マネージメント
・ファンド 

750,213千円

現金及び
現金同等物 

7,325,159千円



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

開示対象となる取引はありません 

  

同 左 同 左 



(有価証券関係) 

前中間会計期間末 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない主な「有価証券」 

  

(注) その他有価証券の時価評価されていない主な「有価証券」の「中間貸借対照表計上額」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減損処理を行った非上場株式が含まれており、その減損処理額は4,170千円であります。

  

当中間会計期間末 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

区分 

前中間会計期間末(平成16年９月30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 1,664,664 3,108,609 1,443,944

(2) 債券 499,500 501,496 1,996

(3) 投信 500,000 507,600 7,600

合計 2,664,164 4,117,706 1,453,541

区分 

前中間会計期間末
(平成16年９月30日) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

その他有価証券 

マネー・マネージメント・ファンド 750,115

国内コマーシャルペーパー 499,900

非上場株式(店頭売買株式を除く) 1,826,530

合計 3,076,545

区分 

当中間会計期間末(平成17年９月30日)

中間貸借対照表計上額
(千円) 

時価
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 国債・地方債 － － －

(2) 社債 － － －

(3) その他 500,000 452,300 △47,700

合計 500,000 452,300 △47,700



２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) その他有価証券で時価があるものの減損処理の基準は、時価が取得価額の30％以上下落した場合、回復する見込があると認

められる場合を除き、減損処理を行っております。 

なお、当中間会計期間においては、減損処理を行ったものはありません。 

  

３ 時価評価されていない主な「有価証券」 

  

(注) 当中間会計期間においては、減損処理を行ったものはありません。 

  

前事業年度末 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) その他有価証券で時価があるものの減損処理の基準は、時価が取得価額の30％以上下落した場合、回復する見込があると認

められる場合を除き、減損処理を行っております。 

なお、当事業年度においては、減損処理を行ったものはありません。 

  

  

  

２ 時価評価されていない主な「有価証券」 

  

区分 

当中間会計期間末(平成17年９月30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 1,666,422 4,712,030 3,045,608

(2) 債券 － － －

(3) その他 1,621,649 1,661,780 40,130

合計 3,288,071 6,373,810 3,085,739

区分 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

その他有価証券 

マネー・マネージメント・ファンド 750,307

金銭信託 500,000

非上場株式(店頭売買株式を除く) 1,828,438

合計 3,078,746

区分 

前事業年度末(平成17年３月31日)

取得原価
(千円) 

貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 1,665,265 3,479,173 1,813,907

(2) 債券 499,500 501,656 2,156

(3) その他 1,000,000 1,043,800 43,800

合計 3,164,765 5,024,629 1,859,863

区分 

前事業年度末
(平成17年３月31日) 

貸借対照表計上額
(千円) 



(注) 当事業年度において減損処理を行った株式が含まれており、当該金額は4,999千円であります。 
  
  

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

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

当中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

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

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、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16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

当社は、関連会社を有しないため、該当事項はありません。 

当中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社は、関連会社を有しないため、該当事項はありません。 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社は、関連会社を有しないため、該当事項はありません。 

  

その他有価証券 

マネー・マネージメント・ファンド 750,213

非上場株式(店頭売買株式を除く) 1,825,700

合計 2,575,913



(１株当たり情報) 

  

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式がないため、記載しておりません。 

２ 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。 
  

  

(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

該当事項はありません。 

当中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

該当事項はありません。 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17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16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 

2,196.65円 

１株当たり純資産額 

2,313.53円 

１株当たり純資産額 

2,242.59円 

１株当たり中間純利益金額 

66.10円 

１株当たり中間純利益金額 

44.53円 

１株当たり当期純利益金額 

111.64円 

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間(当期)純利益金額 千円 1,039,710 700,402 1,806,163 

普通株主に帰属しない金

額の内訳 

利益処分による 

役員賞与 

千円 
  
  
─ 

  
─ 

  
  
  
  50,000 

  

普通株式に係る 

中間(当期)純利益 
千円 1,039,710 700,402 1,756,163 

普通株式の期中平均株式

数 
株 15,730,161 15,729,722 15,730,085 



(2) 【その他】 

平成17年11月２日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(注) 平成17年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主又は登録質権者に対して支払いを行いま

す。 

  

(イ)中間配当による配当金の総額 259,538千円 

(ロ)１株当りの金額 16円50銭 

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成17年12月６日



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) 
有価証券報告書 
の訂正報告書 

事業年度 
(第49期) 

自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

  
平成17年６月９日 
関東財務局長に提出。 

(2) 
有価証券報告書 
の訂正報告書 

事業年度 
(第50期) 

自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

  
平成17年６月９日 
関東財務局長に提出。 

(3) 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第51期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月24日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月１５日

前 澤 化 成 工 業 株 式 会 社 

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」に掲げられている前澤化成工業株式会

社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第５１期事業年度の中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６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、前澤化

成工業株式会社の平成１６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１６年４月１日から平成１

６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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 奥 山 章 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木 一 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 島 勝 彦 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１４日

前 澤 化 成 工 業 株 式 会 社 

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」に掲げられている前澤化成工業株式会

社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第５２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、前澤化

成工業株式会社の平成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１

７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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木 一 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 島 勝 彦 
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