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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】 

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、連結会計年度にかか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．提出会社の金額につきましては、第43期までは千円未満を四捨五入して記載し、第44期中から千円未満を切

り捨てて記載しております。 

回次 第42期中 第43期中 第44期中 第42期 第43期 

会計期間 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 
至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
12月31日 

売上高 （千円） 3,011,246 2,989,055 3,879,182 6,621,020 7,123,035 

経常利益 （千円） 129,518 195,379 383,267 386,081 737,929 

中間（当期）純利益 （千円） 51,885 85,088 157,741 201,498 389,454 

持分法を適用した場合の投

資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 674,265 674,265 674,265 674,265 674,265 

発行済株式総数 （株） 5,104,003 5,104,003 5,104,003 5,104,003 5,104,003 

純資産額 （千円） 6,559,599 6,687,778 7,134,097 6,687,635 7,173,742 

総資産額 （千円） 14,007,430 15,512,926 15,101,161 14,080,952 14,720,104 

１株当たり純資産額 （円） 1,319.84 1,344.68 1,419.20 1,340.06 1,431.14 

１株当たり中間（当期）純

利益 
（円） 10.44 17.11 31.51 36.35 70.03 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
（円） 10.41 17.07 31.24 36.26 69.57 

１株当たり中間（年間）配

当額 
（円） － － － 15.00 25.00 

自己資本比率 （％） 46.8 43.1 47.2 47.5 48.7 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） 405,702 495,483 △78,485 344,418 405,532 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △79,990 △229,206 △1,014,120 △220,600 △557,080 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） 79,208 1,327,475 379,903 △86,181 △215,522 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
（千円） 2,517,989 3,744,458 1,070,934 2,150,706 1,783,636 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］ 
（人） 

195 

[93] 

199 

[85] 

211 

[101] 

197 

[86] 

201 

[88] 



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）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】 

 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 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員を［ ］外数で記載しております。

(2）労働組合の状況 

 組合はありません。 

  平成18年６月30日現在

従業員数（人） 211［101］人 



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、原油価格の高騰や為替の不安定な動きなどの懸念材料もありましたが、

企業収益の拡大を背景とする民間設備投資の堅調な動きや雇用環境の改善などに加え、個人消費にも増加の兆しが

見られるなど、緩やかながらも着実な回復基調のなかで推移しました。 

 このような情勢のもと、マスク関連事業部門においては、大手製造業を中心とした景気回復基調にともなうマス

ク需要が増加しました。そして、前期7月より社会問題となった石綿対策用呼吸用保護具の販売増が当中間会計期

間中も継続しました。 

 また、発売以来、トンネル工事作業用だけでなく一般産業用としても順調に販売が拡大している呼吸追随形ブロ

ワーマスクが、石綿レベル1の除去作業（発じんレベルが一番高い作業）用の呼吸用保護具として、石綿除去業者 

の間で広く認知されるとともに、販売が大きく伸び、マスク関連事業部門では、前期比32.5％の増収となりまし 

た。 

 環境関連事業部門においては、ホルムアルデヒド（ホルマリン）を使用する医療施設への卓上型プッシュプル換

気装置オープンドラフト「ラミナーテーブル」の販売が引き続き好調でした。 

 また、解剖実習時に解剖体から発生するホルムアルデヒド対策を目的として、新しく開発した解剖実習用換気浄

化システム「コーケンラミナーＤＳ－５１」の大学医学部での採用もありました。 

 しかしながら、全自動内視鏡洗浄消毒装置「鏡内侍（かがみないし）」の医療用具製造承認（薬事法）取得が平

成18年２月に、そしてその販売開始が下期となったため、期初予算は達成いたしましたが、前期比3.1％減に止ま

りました。 

 以上の結果、当中間会計期間の売上高は、38億79百万円（前期比29.8％増）となりました。 

 利益につきましては、売上高の増加にともない、営業利益4億75百万円（前期比85.2％増）、経常利益3億83百万

円（前期比96.2％増）中間純利益1億57百万円（前期比85.3％増）と向上いたしました。  

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間における現金及び（計算書より）現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前中間純利益が

３億28百万円（前年同期比101.3％増）でありましたが、たな卸資産の増加による減少や、有形固定資産の取得に

よる支出等の要因により、資金残高は前事業年度末より７億12百万円減少し、当中間会計期間末には10億70百万円

となりました。 

 当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。 

 

（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、78百万円（前年同期は４億95百万円の収入）となりました。 

  これはおもに、税引前中間純利益が３億28百万円となったことと売上債権の増加、たな卸資産の増加および法

 人税等の支出によるものです。 

 

（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、10億14百万円（前年同期は２億29百万円の支出）となりました。 

  これはおもに、有形固定資産の取得による支出10億47百万円によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果得られた資金は、３億79百万円（前年同期は13億27百万円の収入）となりました。 

  これはおもに、短期借入金の純増額２億82百万円、長期借入金の期日返済４億12百万円と長期借入金６億円の

 調達および配当金の支払額１億23百万円によるものです。 



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品目別に示すと、次のとおりであります。 

 なお、事業の種類は単一であるため品目別に記載しております。 

 （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）受注状況 

 当社は見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

(3）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 なお、事業の種類は単一であるため品目別に記載しております。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．前中間会計期間及び当中間会計期間の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。 

３．本表の金額には消費税等は含まれておりません。 

品目 
当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前年同期比（％） 

防じんマスク（千円） 2,824,928 163.1 

防毒マスク（千円） 689,257 128.7 

防じん・防毒マスク関連その他製品

（千円） 
720,686 127.7 

マスク関連事業計（千円） 4,234,871 149.6 

環境改善工事及び機器（千円） 209,520 115.6 

環境関連事業計（千円） 209,520 115.6 

合計（千円） 4,444,391 147.5 

品目 
当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前年同期比（％） 

防じんマスク（千円） 2,344,325 141.9 

防毒マスク（千円） 607,887 112.7 

防じん・防毒マスク関連その他製品

（千円） 
707,675 123.9 

マスク関連事業計（千円） 3,659,888 132.5 

環境改善工事及び機器（千円） 219,294 96.9 

環境関連事業計（千円） 219,294 96.9 

合計（千円） 3,879,182 129.8 

相手先 
前中間会計期間 当中間会計期間 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

ミドリ安全用品㈱ 531,931 17.8 680,528 17.5 



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ついて、重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】 

 該当事項はありません。 

５【研究開発活動】 

 当社の研究開発は、当社の基本方針である『クリーン,ヘルス,セーフティ』の追求に対し、自由で独創的な技術

開発とその多面的応用を目指して活動しております。とりわけ「労働安全衛生保護具」、「作業環境改善」につい

ては、長年の技術蓄積を持ち、信頼を勝ち得ている分野ですが、なお革新性の高い技術に挑んでいます。さらに未

来技術の基礎開発・応用開発にプロジェクトチームを含めマトリックス型の研究体制を敷いております。 

 また、新製品の開発に際しては、環境負荷の少ない原材料の選定、並びに製品設計に努めております。 

 なお、研究開発担当人員は66名、当中間会計期間の研究開発費は、総額2億49百万円であります。 

 当中間会計期間のマスク関連事業部門の製品開発といたしましては、広視界、軽量でありながら高い防護性をも

つ全面形防じんマスク「サカヰ式1821Ｈ型」を開発し、主に石綿対策用として市場投入しました。わずかな漏れ込

みがあっても、健康障害を招く恐れのある石綿粉じんに対し、安全に作業するためには、マスクの密着性を確かめ

るフィットテストは欠かせません。「サカヰ式1821H型」は、フィットチェッカーを内蔵しているためいつでもフ

ィットテストが可能です。 

 また、テロや化学工場災害、火災や噴火等で発生する粉じんや有害ガスから、目や顔、そして呼吸を防護する火

災・特殊災害避難用マスク「ライフマスター」シリーズを製品化し、発売いたしました。 

 環境関連事業部門においては、かねてより薬事承認申請中であった全自動内視鏡洗浄消毒装置「鏡内侍」が、厚

生労働省より承認されました。 

 また、解剖実習時に解剖体から発生するホルムアルデヒド対策を目的として、新しく開発した解剖実習用換気浄

化システム「コーケンラミナーDS-51」を製品化し、既に複数の大学医学部で採用されています。 

 これまで、大企業でも多数の採用実績をもつ磁気式水処理装置「エコビームXL」を、一般家庭用として製品化し

た「エコビームソロ」を発売いたしました。 

  

当中間会計期間の主な研究開発の成果は、以下のとおりです。 

 

 （１）主な製品開発 

  ・全自動内視鏡洗浄消毒装置「鏡内侍」 

 

 （２）主な製品の市場投入 

  ・直結式吸収缶及び同フィルター付き吸収缶 

  ・全面形防じんマスク「サカヰ式1821H型」 

  ・火災・特殊災害避難用マスク「ライフマスター」シリーズ 

  ・解剖実習室換気浄化システム「DS-51」  

  ・磁気式水処理装置「エコビームソロ」 



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】 

 前事業年度末に狭山テクノヤードにおいて計画していたマスク用フィルター生産設備については、当初完了予定年

月が平成18年６月でありましたが、平成18年７月に変更となりました。 

 なお、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、除却等の計画はありません。  



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】 

 （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】 

 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。 

① 平成16年３月30日定時株主総会決議 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 20,000,000 

計 20,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年９月28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 5,104,003 5,104,003 ジャスダック証券取引所 － 

計 5,104,003 5,104,003 － － 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年6月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年8月31日） 

新株予約権の数（個）   65 60 

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） 65,000 60,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円）   899 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年３月31日 

至 平成21年３月30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（円） 

発行価格  

資本組入額 

899 

449 
同左 

新株予約権の行使の条件 

・権利行使時において当社の取締

役、監査役または従業員のいずれ

かの地位を保有している場合に限

る。ただし、任期満了に伴う退

任、定年退職その他正当な理由が

ある場合は、この限りではない。 

・新株予約権者が死亡した場合、相

続は認めない。 

・その他の条件は、第41期定時株主

総会決議および取締役会決議に基

づき、当社と新株予約権者との間

で締結する「新株予約権割当契

約」に定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡する場合は、取締

役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － －  



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(4）【大株主の状況】 

 （注） 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。 

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１月１日～  

平成18年６月30日  
－ 5,104,003 － 674,265 － 527,936 

  平成18年６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（％） 

酒井興産有限会社 東京都千代田区四番町７ 1,130 22.15 

酒井 眞一 東京都練馬区 730 14.30 

酒井 宏之 東京都杉並区 701 13.73 

モルガン スタンレー アン

ド カンパニー インターナ

ショナル リミテッド 

 （常任代理人モルガンスタ

ンレー証券会社東京支店） 

米国、ニューヨーク州 

 （東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデン

プレイスタワー） 

269 5.27 

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町2-2-1 244 4.79 

株式会社みずほ銀行 

（常任代理人資産管理サービ

ス信託銀行株式会社） 

東京都千代田区内幸町1-1-5 

（東京都中央区晴海1-8-12 

晴海アイランドトリトンスクエア Ｚ棟） 

227 4.47 

酒井建物株式会社 東京都千代田区四番町７ 166 3.26 

興研株式会社 東京都千代田区四番町７ 77 1.51 

三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-5 72 1.41 

酒井 啓子 東京都杉並区 57 1.12 

計  － 3,674 72.00 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が7,000株（議決権の数7個）含まれてお

ります。 

  

②【自己株式等】 

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・最低株価はジャスダック証券取引所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。 

  平成18年６月30日現在

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   77,000
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,998,000 4,998 － 

単元未満株式 普通株式    29,003 － － 

発行済株式総数 5,104,003 － － 

総株主の議決権 －  4,998 － 

  平成18年６月30日現在

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 

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 

（％） 

興研株式会社 
東京都千代田区四番

町７番地 
77,000  － 77,000 1.51 

計 － 77,000  － 77,000 1.51 

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高（円） 2,065 2,095 1,900 1,960 1,991 1,650 

最低（円） 1,600 1,661 1,680 1,700 1,550 1,446 



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。 

 前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６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１月１日から平成18年６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。 

 ただし、前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６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17年１月１日から平成17年６月30日ま

で）の中間財務諸表については、中央青山監査法人より監査を受け、当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18

年６月30日まで）の中間財務諸表については、みすず監査法人と公認会計士 前川昌之氏による共同監査を受けてお

ります。 

 当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

    前中間会計期間の中間財務諸表 中央青山監査法人 

  当中間会計期間の中間財務諸表 みすず監査法人   

                 公認会計士 前川昌之氏（共同監査） 

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。 

３．中間連結財務諸表について 

 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成11年大蔵省令第24号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程

度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準      1.30％ 

売上高基準      0.33％ 

利益基準      0.02％ 

利益剰余金基準   0.03％ 

４．端数処理について 

 当社の中間財務諸表に掲記される科目、その他の事項の記載金額については、当中間会計期間より表示単位未満の

端数を切り捨てて記載しております。 

 なお、前中間会計期間及び前事業年度につきましては、四捨五入にて記載しております。 



【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６月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日現在） 

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         

現金及び預金   3,993,958 1,292,934 1,981,639   

受取手形 ※３,４ 1,031,395 1,629,921 962,125   

売掛金   1,196,708 1,501,149 2,113,404   

たな卸資産   1,513,345 1,814,404 1,438,082   

繰延税金資産   54,081 99,204 115,448   

その他   46,550 125,603 67,326   

貸倒引当金   △2,400 △4,000 △4,000   

流動資産合計     7,833,637 50.5 6,459,216 42.8   6,674,024 45.3

Ⅱ 固定資産         

(1）有形固定資産 ※１       

建物 ※２ 1,272,217 1,616,282 1,269,471   

機械装置   1,148,092 1,632,157 1,342,861   

土地 ※２ 3,444,361 3,471,505 3,444,361   

その他   457,188 477,101 484,608   

有形固定資産合計     6,321,858 40.7 7,197,047 47.7   6,541,301 44.4

(2）無形固定資産     13,656 0.1 13,669 0.1   13,110 0.1

(3）投資その他の資産         

投資有価証券 ※２ 379,484 561,486 676,904   

関係会社株式   5,000 5,000 5,000   

繰延税金資産   240,103 130,638 82,994   

その他   759,180 759,211 745,521   

貸倒引当金   △70,600 △43,000 △43,000   

投資その他の資産
合計 

    1,313,167 8.5 1,413,336 9.3   1,467,419 10.0

固定資産合計     7,648,681 49.3 8,624,053 57.1   8,021,830 54.5

Ⅲ 繰延資産         

社債発行費   30,608 17,891 24,250   

繰延資産合計     30,608 0.2 17,891 0.1   24,250 0.2

資産合計     15,512,926 100.0 15,101,161 100.0   14,720,104 100.0

          

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日現在） 

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         

買掛金   209,428 204,533 217,822   

短期借入金 
※２,５,
６ 

942,000 1,200,000 918,000   

１年内返済予定の
長期借入金 

※２ 1,631,624 724,832 678,064   

１年内償還予定社
債 

※２ 950,000 － －   

未払法人税等   58,799 166,051 154,288   

賞与引当金   98,000 159,000 197,000   

役員賞与引当金   － 20,500 －   

その他   371,309 468,907 497,733   

流動負債合計     4,261,160 27.5 2,943,823 19.5   2,662,907 18.1

Ⅱ 固定負債         

社債   2,500,000 2,500,000 2,500,000   

長期借入金 ※２ 1,304,260 1,824,428 1,683,624   

退職給付引当金   395,380 324,191 325,147   

役員退職引当金   349,300 362,500 361,100   

その他   15,048 12,120 13,584   

固定負債合計     4,563,988 29.4 5,023,240 33.3   4,883,455 33.2

負債合計     8,825,148 56.9 7,967,064 52.8   7,546,362 51.3

          

（資本の部）         

Ⅰ 資本金     674,265 4.3 － －   674,265 4.6

Ⅱ 資本剰余金         

資本準備金   527,937 － 527,937   

資本剰余金合計     527,937 3.4 － －   527,937 3.6

Ⅲ 利益剰余金         

利益準備金   168,566 － 168,566   

任意積立金   5,023,698 － 5,023,698   

中間（当期）未処
分利益 

  294,074 － 598,440   

利益剰余金合計     5,486,338 35.4 － －   5,790,704 39.3

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    106,628 0.7 － －   283,027 1.9

Ⅴ 自己株式     △107,390 △0.7 － －   △102,191 △0.7

資本合計     6,687,778 43.1 － －   7,173,742 48.7

負債・資本合計     15,512,926 100.0 － －   14,720,104 100.0

          



    
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日現在） 

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     － － 674,265 4.5   － －

 (2）資本剰余金          

 資本準備金   －  527,936 －   

 その他資本剰余金   －  339 －   

  資本剰余金合計     － － 528,276 3.5   － －

 (3）利益剰余金          

 利益準備金   －  168,566 －   

 その他利益剰余金          

 別途積立金   －  5,186,000 －   

 圧縮記帳積立金   －  34,841 －   

 繰越利益剰余金   －  393,440 －   

 利益剰余金合計     － － 5,782,847 38.3   － －

 (4）自己株式     － － △68,830 △0.5   － －

      株主資本合計     － － 6,916,558 45.8   － －

Ⅱ 評価・換算差額等          

 (1）その他有価証券 
    評価差額金 

    － 217,538   － 

評価・換算差額等合計     － － 217,538 1.4   － －

純資産合計     － － 7,134,097 47.2   － －

負債純資産合計     － － 15,101,161 100.0   － －

           



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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     2,989,055 100.0 3,879,182 100.0   7,123,035 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１   1,505,422 50.4 1,940,123 50.0   3,679,585 51.6

売上総利益     1,483,633 49.6 1,939,058 50.0   3,443,450 48.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   1,226,930 41.0 1,463,636 37.7   2,597,605 36.5

営業利益     256,703 8.6 475,421 12.3   845,845 11.9

Ⅳ 営業外収益         

受取利息   362 133 711   

その他   8,773 16,267 20,527   

営業外収益合計     9,135 0.3 16,401 0.4   21,238 0.3

Ⅴ 営業外費用         

支払利息   51,457 37,004 89,281   

手形売却損   1,379 1,155 3,287   

アレンジメント 
フィー 

  － 40,000 －   

その他   17,623 30,395 36,586   

営業外費用合計     70,459 2.4 108,555 2.8   129,154 1.8

経常利益     195,379 6.5 383,267 9.9   737,929 10.4

Ⅵ 特別利益         

ゴルフ会員権償還益   12,600 － 12,600   

貸倒引当金戻入額   715 － －   

特別利益合計     13,315 0.5 － －   12,600 0.2

Ⅶ 特別損失         

固定資産除却損   437 21,136 44,895   

固定資産撤去費用   － 2,670 14,800   

減損損失 ※２ － 29,555 －   

製品回収費   45,166 1,635 43,656   

特別損失合計     45,603 1.5 54,996 1.4   103,351 1.5

税引前中間（当期）
純利益 

    163,091 5.5 328,270 8.5   647,178 9.1

法人税、住民税及び
事業税 

  55,000 157,000 260,000   

法人税等調整額   23,003 78,003 2.6 13,528 170,528 4.4 △2,276 257,724 3.6

中間（当期）純利益     85,088 2.8 157,741 4.1   389,454 5.5

前期繰越利益     208,986   208,986 

中間（当期）未処分
利益 

    294,074   598,440 

          



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１月１日 至平成18年６月30日） 

  

 

株主資本
評価・換算 

差額等 

純資産合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主 
資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 資本 

準備金 

その他 
資本 
剰余金 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 

別途積立金
圧縮記帳
積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成17年12月31日 
残高 （千円） 

674,265 527,937 － 168,566 4,986,000 37,698 598,440 △102,191 6,890,715 283,027 7,173,742

端数調整    △1              

中間会計期間中の 

変動額 
           

別途積立金の積立         200,000   △200,000   －   － 

圧縮記帳積立金の

取崩 
          △2,856 2,856   －   － 

剰余金の配当             △124,598   △124,598   △124,598

利益処分による 
役員賞与 

            △41,000   △41,000   △41,000

中間純利益             157,741   157,741   157,741

自己株式の取得               △156 △156   △156

自己株式の処分     339         33,517 33,857   33,857

株主資本以外の 

項目の中間会計期

間中の変動額 

（純額） 

                  △65,488 △65,488

中間会計期間中の

変動額合計 

 （千円） 

－ － 339 － 200,000 △2,856 △205,001 33,360 25,844 △65,488 △39,644

平成18年６月30日 
残高 （千円） 

674,265 527,936 339 168,566 5,186,000 34,841 393,440 △68,830 6,916,558 217,538 7,134,097



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１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６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１月１日 

至 平成17年12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 
  163,091 328,270 647,178 

減価償却費   159,389 228,405 345,500 

減損損失   － 29,555 － 

固定資産除却損   437 21,136 44,895 

貸倒引当金の増加額（△

減少額） 
  △1,094 － 5,896 

ゴルフ会員権償還益   △12,600 － △12,600 

退職給付引当金の増加額

(△減少額） 
  8,556 △955 △61,678 

役員退職引当金の増加額   11,800 1,400 23,600 

賞与引当金の増加額（△

減少額） 
  △38,000 △38,000 61,000 

役員賞与引当金の増加額   － 20,500 － 

受取利息及び受取配当金   △2,515 △3,517 △3,491 

支払利息   51,457 37,004 89,281 

売上債権減少額（△増加

額） 
  560,710 △55,541 △286,716 

たな卸資産増加額   △220,368 △376,322 △145,106 

仕入債務の増加額 

（△減少額） 
  79,045 △13,288 87,439 

未払消費税等の減少額   △42,165 △16,453 △27,358 

役員賞与支払額   △20,800 △41,000 △20,800 

その他   △13,636 △24,073 5,660 

小計   683,307 97,120 752,700 

利息及び配当金の受取額   2,501 3,538 3,492 

利息の支払額   △50,935 △36,486 △95,173 

法人税等の支払額   △139,390 △142,657 △255,487 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  495,483 △78,485 405,532 

 



    

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６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１月１日 

至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
        

定期預金の預入による支

出 
  △205,000 △180,007 △390,002 

定期預金の払戻による収

入 
  186,000 156,010 422,500 

投資有価証券の償還によ

る収入 
  9,000 5,000 9,000 

有形固定資産の取得によ

る支出 
  △240,976 △1,047,364 △655,670 

有形固定資産の売却によ

る収入 
  5,140 57,369 46,920 

貸付金の回収による収入   776 764 1,500 

その他   15,854 △5,892 8,672 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
  △229,206 △1,014,120 △557,080 

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   530,000 1,260,000 1,550,000 

短期借入金の返済による

支出 
  △508,000 △978,000 △1,552,000 

長期借入れによる収入   600,000 600,000 1,300,000 

長期借入金の返済による

支出 
  △384,018 △412,428 △1,658,214 

社債発行による収入   2,165,400 － 2,165,400 

社債の償還による支出   △1,000,000 － △1,950,000 

自己株式の取得による支

出 
  △1,282 △156 △2,835 

自己株式の売却による収

入 
  － 33,857 6,752 

配当金の支払額   △74,625 △123,368 △74,625 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
  1,327,475 379,903 △215,522 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加

額 
  1,593,752 △712,702 △367,070 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首

残高 
  2,150,706 1,783,636 2,150,706 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
※１ 3,744,458 1,070,934 1,783,636 

          



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券： 

償却原価法（定額法） 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券： 

同左 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券： 

同左 

  子会社株式： 

移動平均法による原価法 

子会社株式： 

 同左 

子会社株式： 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの： 

中間決算日前１か月の市

場価格等の平均に基づく

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） 

その他有価証券 

時価のあるもの： 

中間決算日前１か月の市

場価格等の平均に基づく

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） 

その他有価証券 

時価のあるもの： 

決算日前１か月の市場価

格等の平均に基づく時価

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） 

  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 

製品・仕掛品： 

総平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

同左 

  商品・原材料： 

移動平均法による原価法 

    

  貯蔵品： 

最終仕入原価法による原価

法 

    

  未成工事支出金： 

個別法による原価法 

    

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：７年～５０年 

 機械装置：４年～１５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 

定額法 

 なお、ソフトウェア（自社

利用）については社内におけ

る見込利用可能期間（５年）

による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 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(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１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  (2）賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備えるた

め、賞与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 

  (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

給付債務および年金資産の見込

額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認めら

れる額を計上しております。な

お、数理計算上の差異は、その

発生年度の翌期に全額費用処理

することとしその２分の１を当

中間会計期間に計上しておりま

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、当事業年度末における退職

給付債務および年金資産の見込

額に基づき、計上しておりま

す。なお、数理計算上の差異

は、その発生年度の翌期に全額

費用処理することとしておりま

す。 

  (4）役員退職引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備 

えるため、内規に基づく中間期 

 末要支給額を計上しております。

(4）役員退職引当金 

 同左 

(4）役員退職引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

    

───── 

(5）役員賞与引当金 

 役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

に基づき計上しております。 

  

───── 

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。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロ

ー計算書）における資金の

範囲 

 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、価値の変

動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

同左  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）作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

 消費税および地方消費税の会

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、相殺のうえ流動負

債の「その他」に含めて表示し

ております。 

消費税等の処理方法 

 消費税および地方消費税の会

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、相殺のうえ流動資

産の「その他」に含めて表示し

ております。 

    消費税等の処理方法 

 消費税および地方消費税の会

計処理は税抜方式によっており

ます。 

  

  

  

  



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１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  （固定資産の減損に係る会計基準）   

 ──────  当中間会計期間より、「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」（企業会計基準適用指針第6号平成

15年10月31日）を適用しております。これによ

り、税引前中間純利益は29,555千円減少しており

ます。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の中

間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接

控除しております。 

────── 

  （役員賞与に関する会計基準）   

 ──────  役員賞与は、従来、株主総会の利益処分案決議

により未処分利益の減少として会計処理しており

ましたが、当中間会計期間より「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11

月29日）を適用しております。なお、当社は役員

賞与の金額を事業年度の業績等に基づき、発生し

た期間の費用として会計処理することとしており

ます。これにより営業利益、経常利益、税引前中

間純利益は20,500千円減少しております 

────── 

  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する 

 会計基準） 

  

 ──────  当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５

号平成17年12月９日）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

業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）

を適用しております。なお、従来の資本の部の合

計に相当する金額は7,134,097千円であります。 

 中間財務諸表等規則の改正による中間貸借対照

表の表示に関する変更は以下のとおりでありま

す。 

１ 前事業年度における「資本の部」は、当中間

 会計期間から「純資産の部」となり、純資産の

 部」は「株主資本」及び「評価・換算差額等」

 に分類して表示しております。 

２ 前事業年度において独立掲記しておりました

 「資本金」、「資本剰余金」及び「利益剰余 

 金」は当中間会計期間においては「株主資本」

 の内訳科目として表示しております。 

３ 前事業年度において「利益剰余金」の内訳科

 目として表示しておりました「任意積立金」 

 は、当中間会計期間から「その他利益剰余金」

 の内訳科目として表示しております。なお、本

 改正により従来の「任意積立金」の区分は廃止

 されております。 

────── 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 ────── ４ 前事業年度において「利益剰余金」の内 

 訳科目として表示しておりました「当期未 

 処分利益」は当中間会計期間から「その他 

 利益剰余金」の内訳科目である「繰越利益 

 剰余金」として表示しております。 

５ 前事業年度において「利益剰余金」の次 

 に表示しておりました「その他有価証券評 

 価差額金」は当中間会計期間から「評価・ 

 換算差額等」の内訳科目として表示してお 

 ります。   

────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 
前事業年度末 

（平成17年12月31日現在） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 
   5,504,823千円  5,341,756千円  5,264,707千円  

※２．担保提供資産       

建物 

土地 

投資有価証券 

計 

    1,048,727千円

 3,325,939千円

20,016千円

    4,394,682千円

 971,545千円

2,996,037千円

    －千円

3,967,582千円

897,234千円

2,996,038千円

    －千円

3,893,272千円

担保されている債務       

社債 

長期借入金 

（１年内返済分を含む） 

短期借入金 

計 

  950,000千円

 2,272,884千円

592,000千円

 3,814,884千円

－千円

2,314,260千円

800,000千円

3,114,260千円

       －千円

     2,062,688千円

568,000千円

2,630,688千円

※３．受取手形割引高 150,481千円 －千円 469,900千円 

受取手形裏書譲渡高 13,930千円 9,221千円 6,601千円 

※４．期末日満期手形処理に

ついて 

───── ─────  期末日満期手形の処理は、手形

交換日をもって決済処理していま

す。なお、当決算期末日が金融機

関の休日であったため、次の決算

期末日満期手形が決算期末日残高

に含まれています。 

    受取手形 20,683千円

割引手形 69,497千円

裏書手形 1,078千円

※５．財務制限条項  ─────   借入金のうち、シンジケート

ローン契約（残高合計1,000百万

円）には、財務制限条項が付され

ており下記のいずれかの条項に抵

触した場合、多数貸付人の請求に

基づくエージェントの借入人に対

する通知により、借入人は全貸付

人およびエージェントに対する本

契約上の全ての債務について期限

の利益を失い、直ちに貸付の元本

ならびに利息および清算金その他

本契約にもとづき借入人が支払義

務を負担する全ての金員を支払う

ことになっています。 

（条項） 

①貸借対照表の資本の部の金額を 

 平成16年12月決算期末日におけ 

 る貸借対照表の資本の部の金額 

 の80％および直前の決算期末日 

 における貸借対照表の資本の部 

 の金額の80％のいずれか高い方 

 の金額以上に維持すること。 

②損益計算書における経常損益に 

 つき、損失を計上しないこと。 

  

 ───── 

 



項目 
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 
前事業年度末 

（平成17年12月31日現在） 

※６．コミットメントライン  ─────  当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため、取引銀行３行とコミッ

トメントライン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。 

コミットメント 

ラインの総額 

2,000,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 1,000,000千円

 ───── 



（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１.減価償却実施額       

 有形固定資産   158,786千円 

無形固定資産      603千円 

有形固定資産   227,830千円 

無形固定資産     575千円 

有形固定資産  344,351千円 

無形固定資産   1,149千円 

※２.減損損失   

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

───── 

  

  当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。  

  当社は、事業用資産、遊休資産に

分類し、事業用資産全体をキャッシ

ュ・フローを生成する最小単位とし

てグルーピングを実施しておりま

す。 

 当中間会計期間において、上記の

遊休資産について、地価の著しい下

落により、その帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（29,555千円）として特別損失

に計上しました。 

 その内訳は、北海道岩内郡共和町

の土地12,682千円、北海道有珠郡壮

瞥町の土地16,872千円であります。 

 なお、上記資産の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、

正味売却価額については固定資産税

評価額により評価しております。 

  

場所 用途 種類 

北海道 

岩内郡 

共和町 

 遊休資産  土地 

北海道 

有珠郡 

壮瞥町 

 遊休資産  土地 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

───── 



（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１月１日 至 平成18年６月30日） 
  
 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加100株は単元未満株式の買取による増加であり、減少43,000株はストックオ 

    プション制度における権利行使によるものであります。 

  

  2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

  3.配当に関する事項 
  
  （1）配当金支払額 

  
  （2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

   該当事項はありません。 

株式の種類 
前事業年度末株式数 

（株） 

当中間会計期間増加 

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

 発行済株式     

 普通株式 5,104,003 － － 5,104,003 

合計 5,104,003 － － 5,104,003 

自己株式     

 普通株式（注） 120,053 100 43,000 77,153 

合計 120,053 100 43,000 77,153 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

 平成18年３月30日 

定時株主総会 
 普通株式 124 25  平成17年12月31日  平成18年３月31日



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１. 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６月30日現在） 

※１. 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６月30日現在） 

※１. 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17年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 3,993,958千円

預入期間が3か月を超える

定期預金 △249,500千円

現金及び現金同等物   3,744,458千円

現金及び預金勘定 1,292,934千円

預入期間が3か月を超える

定期預金 △222,000千円

現金及び現金同等物 1,070,934千円

現金及び預金勘定 1,981,639千円

預入期間が3か月を超える

定期預金 △198,003千円

現金及び現金同等物 1,783,636千円



（リース取引関係） 

  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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および中間

期末残高相当額 

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

累計額相当額および中間期末残高

相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および期末

残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

有形固
定資産
その他 

560,001 298,594 261,407

合計 560,001 298,594 261,407

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

有形固
定資産
その他

542,434 278,329 264,105

合計 542,434 278,329 264,105

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

有形固
定資産
その他

596,290 353,537 242,753

合計 596,290 353,537 242,753

  （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。 

同左 （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 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

         

  １年内 97,583千円

１年超 163,824千円

合計 261,407千円

１年内      111,458千円

１年超    152,647千円

合計    264,105千円

１年内       98,043千円

１年超      144,710千円

合計      242,753千円

  （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。 

同左 （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 

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

及び減損損失 

３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

  支払リース料 61,326千円

減価償却費相当

額 
61,326千円

支払リース料    54,213千円

減価償却費相当

額 
    54,213千円

支払リース料    116,348千円

減価償却費相当

額 
  116,348千円

  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 

    （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損

失はありません。 

  



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年６月30日） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

前中間会計期間末（平成17年６月30日） 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

利付興業債券 15,000 15,011 11 

合計 15,000 15,011 11 

  

  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 130,954 310,734 179,780 

(2）債券       

社債 － － － 

(3）その他  － － － 

合計 130,954 310,734 179,780 

  

  
前中間会計期間末（平成17年６月30日） 

中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 53,750 



当中間会計期間末（平成18年６月30日） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

当中間会計期間末（平成18年６月30日） 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

利付興業債券 10,000 9,986 △13 

合計 10,000 9,986 △13 

  

  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 130,954 497,736 366,782 

(2）債券       

社債           －                   －                   － 

(3）その他  －   －   －  

合計 130,954 497,736 366,782 

  

  
当中間会計期間末（平成18年６月30日） 

中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 53,750 



前事業年度末（平成17年12月31日） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

前事業年度末（平成17年12月31日） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

利付興業債券 15,000 14,995 △5 

合計 15,000 14,995 △5 

  

  取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 130,954 608,154 477,200 

(2）債券       

社債 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 130,954 608,154 477,200 

  

  
前事業年度末（平成17年12月31日） 

貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 53,750 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12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17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

該当事項はありません。  



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 

1,344円68銭 

１株当たり純資産額 

     1,419円20銭 

１株当たり純資産額 

   1,431円14銭 

１株当たり中間純利益金額 

17円11銭 

１株当たり中間純利益金額 

  31円51銭 

１株当たり当期純利益金額 

  70円03銭 

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額 

17円07銭 

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額 

  31円24銭 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額 

  69円57銭 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 85,088 157,741 389,454 

普通株主に帰属しない金額（千円） －  － 41,000 

 （うち利益処分による役員賞与金） (－)  (－)         (41,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
85,088 157,741 348,454 

期中平均株式数（株） 4,974,212 5,005,799 4,975,496 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額（千円） － －  － 

普通株式増加数（株） 11,294 42,770 32,927 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類（新

株予約権の数97個） 

  

  

－ 

  

－ 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）  

該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）  

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）                   

 該当事項はありません。 



(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）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第43期）（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）平成18年３月30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１７年９月２２日

興 研 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」に掲げられている興研株式会社の平成

１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの第４３期事業年度の中間会計期間（平成１７年１月１日から平成１７年６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、興研株

式会社の平成１７年６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１月１日から平成１７年６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  中 井 義 己 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  大 橋 洋 史 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年９月２１日

興 研 株 式 会 社 

取 締 役 会 御 中 

  

私たちは、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」に掲げられている興研株式会社の平成１８

年１月１日から平成１８年１２月３１日までの第４４期事業年度の中間会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６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、私たち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。 

私たちは、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、私たち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。私たち

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。 

私たちは、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、興研株式会

社の平成１８年６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１月１日から平成１８年６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。 
  
追記情報 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準及び役員賞与に関する会計基準を適用して中間財務諸表を作成している。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員並びに公認会計士前川昌之との間には、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 中 井 義 己 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 橋 洋 史 

      

      

公認会計士 前 川 昌 之 事 務 所 

  

  公認会計士 前 川 昌 之 
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