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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】 

提出会社の経営指標等 
  

(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 持分法を適用した場合の投資損益については、第31期に関連会社株式の取得価額の全額を減損処理しており、上記期間に
おいては、持分法を適用した場合の投資損益は零であります。 

３ 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、新株予約権を発行しておりますが、第35期中間期より第37
期中間期迄及び第35期は１株当たり中間(当期)純損失が計上されているため、第36期は希薄化効果を有していないため記
載しておりません。 

４ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

  

回次 第35期中間期 第36期中間期 第37期中間期 第35期 第36期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 2,947,878 2,813,502 2,866,637 7,386,577 7,006,620 

経常損益 (千円) △314,544 △36,451 △72,999 136,067 326,866 

中間（当期）純損益 (千円) △2,967,547 △62,186 △76,432 △2,514,958 288,415 

持分法を適用した場合の 
投資損益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 1,266,921 1,266,921 1,266,921 1,266,921 1,266,921 

発行済株式総数 (千株) 7,716 7,716 7,716 7,716 7,716 

純資産額 (千円) 376,417 751,063 1,024,143 818,064 1,100,733 

総資産額 (千円) 7,201,269 6,055,967 6,448,280 6,358,192 6,302,908 

１株当たり純資産額 (円) 48.93 97.69 133.26 106.36 143.22 

１株当たり中間 
（当期）純損益 

(円) △385.73 △8.08 △9.94 △326.93 37.51

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) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 5.2 12.4 15.9 12.9 17.5 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △574,318 △370,428 △249,870 66,630 394,928

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △9,361 154,349 △20,455 690,139 97,492

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △24,474 220,968 66,237 △1,350,865 △158,450

現金及び現金同等物 
の中間期末（期末）残高 

(千円) 130,524 149,472 274,465 144,583 478,554

従業員数 (人) 243 206 206 221 203 



２ 【事業の内容】 

連結子会社はありません。 

また、当社及び関係会社（関連会社１社）の事業内容については、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

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18年９月30日現在 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数（人） 206 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当上半期におけるわが国経済は、原油価格や鋼材価格の高騰などの懸念材料はあるものの、企業収益の改善や

設備投資などにより、景気は回復傾向にあります。しかし、建設業界においては、民間の設備投資は回復傾向に

あるものの、公共投資の減少傾向などから、依然として厳しい市場環境が続いております。 

 このような状況の中で、当社は前期の利益体質を維持するとともに、高機能屋根製品の開発、民間物件の受注

拡大、新規事業であるシート防水事業への参入に努めてまいりました。当上半期の業績状況としては、ほぼ期初

の計画通り推移しております。 

 この結果、当中間期の売上高は2,866,637千円（前年同期比1.8％増）となりました。その内訳は製品売上高が

1,580,320千円（前年同期比15.4％減）、請負工事高が1,286,317千円（前年同期比36.0％増）となりました。ま

た、損益面においては、原材料の値上げの影響などにより、経常損失は72,999千円（前年中間期は経常損失

36,451千円）、中間純損失は76,432千円（前年中間期は中間純損失62,186千円）となりました。 

  

  

(2) キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて204,089千

円減少し、274,465千円となっております。なお、当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりで

あります。 

当社の売上高は、上半期に比べて下半期に増加する傾向があります。このため、当中間会計期間の税引前中間

純損失は63,934千円となっております。また、下半期に増加する売上高に対応した在庫及び仕掛り工事が247,450

千円増加したことを主たる要因として、営業活動によるキャッシュ・フローは△249,870千円となっております。

なお、当中間期は売上債権が31,627千円増加（前年中間期は269,388千円減少）したものの、仕入債務が46,821千

円増加（前年中間期は357,178千円減少）したことなどにより、前年中間会計期間に比べ当中間会計期間の営業活

動によるキャッシュ・フローは120,557千円改善しております。 

また、生産設備の合理化等を目的とした有形固定資産の取得による支出が20,195千円（前年中間期は16,863千

円）あったことを主たる要因として、当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△20,455千円とな

っております。なお、前年中間期は旧静岡営業所の土地売却による収入が135,057千円、投資有価証券の売却によ

る収入が31,191千円あったことなどにより、前年中間会計期間に比べ当中間会計期間の投資活動によるキャッシ

ュ・フローは174,804千円減少しております。 

 財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金が借入金の返済により65,000千円減少（前年中間

期は111,100千円減少）、長期借入金が金融機関からの借入れにより131,380千円増加（前年中間期は332,872千円

増加）したことを主たる要因として、財務活動によるキャッシュ・フローは66,237千円（前年中間期は220,968千

円）となっております。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

① 生産実績 

(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 製品の生産実績には、請負工事に使用された当社製品の生産実績を含んでおります。 

３ 請負工事の( )内は内数で、請負工事に使用された当社製品の使用高を販売価格で表示しており、一部仕入製品を含んで

おります。 

  

② 製品仕入実績 

(注) １ 金額は仕入価格によっております。 

２ 上記製品仕入は、屋根・壁等の施工時に使用される当社付属製品(バックアップ材、野地材、軒先唐草等)の一部でありま

す。 

３ 製品仕入実績には、請負工事に使用された製品を一部含んでおります。 

  

品目 金額(千円) 前年同期比(％) 

製品     

 金属横葺屋根製品 619,340 +5.5 

 金属縦葺屋根製品 684,067 △7.4 

 その他屋根製品 173,131 △44.2 

 その他製品 375,380 △14.7 

計 1,851,919 △10.8 

請負工事 
(598,023)
1,385,034 

(+16.0)
+24.0 

品目 金額(千円) 前年同期比(％) 

金属横葺屋根製品 26,305 ＋33.9 

金属縦葺屋根製品 26,988 ＋25.4 

その他屋根製品 27,738 △31.8 

その他製品 296,572 ＋18.7 

計 377,605 ＋13.8 



(2) 受注状況 

(注) 金額は販売価格によっております。 

  

(3) 販売実績 

(注) 当社の売上高は、最終ユーザーの設備投資等の状況により、事業年度の上半期に発生する売上高に比し、下半期に発生する売

上高が著しく増加する傾向にあります。 

  

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。 

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

製品         

 金属横葺屋根製品 464,756 △ 4.4 73,676 △11.8 

 金属縦葺屋根製品 543,056 △11.8 103,235 ＋38.7 

 その他屋根製品 141,933 △38.6 24,474 ＋62.5 

 その他製品 508,921 △ 7.1 82,554 ＋12.2 

小計 1,658,668 △11.8 283,940 ＋15.1 

請負工事 1,732,435 ＋29.4 1,357,491 ＋ 6.6 

合計 3,391,103 ＋ 5.3 1,641,432 ＋ 8.0 

品目 金額(千円) 前年同期比(％) 

製品     

 金属横葺屋根製品 438,511 △ 5.8 

 金属縦葺屋根製品 508,675 △13.5 

 その他屋根製品 146,207 △46.7 

 その他製品 486,925 △ 9.7 

小計 1,580,320 △15.4 

請負工事 1,286,317 ＋36.0 

合計 2,866,637 ＋ 1.8 



５ 【研究開発活動】 

 当社の研究開発活動には、発明研究と基礎研究開発、製品化のための応用研究開発及び既存製品のための改良研

究開発があり、主に技術開発課（平成18年９月30日現在９名）と白州技術センター（平成18年９月30日現在３名）

が連携して担当しております。 

 当中間会計期間における研究開発費の総額は29,683千円であります。なお、当社は社内研究が主であり、担当者

が複数の案件に携わっているため、研究開発内容別の費用算出が困難であり、記載を省略しております。 

 なお、研究開発内容別の研究目的、主要課題及び研究成果については次のとおりであります。 

（1）横葺屋根の研究開発 

意匠性はそのままに性能を向上させた高級横葺屋根製品（GR－800）の研究開発を終了し、販売を開始しま

した。部材を共通化させることでコストを抑え、かつ新しい技術の導入により強度の向上が図れています。 

（2）縦葺屋根の研究開発 

立平葺きに類似する小型の嵌合式瓦棒葺き屋根製品（TRX－３）の研究開発を終了し、発売を開始しまし

た。製品形状を見直すことで材料費を削減しつつ、これまでの研究で得られた高強度嵌合方式を本製品にも採

用することで、高い耐風圧性能を有しています。 

（3）折板屋根の研究開発 

ハゼ締め方式に嵌合式を併用した新しい折板屋根の研究開発が終了し、市場投入に向け生産準備を進めてお

ります。嵌合式を併用したことで、これまでハゼ締め方式の折板では問題とされていた熱伸縮による吊子への

負荷が軽減されるため、耐久性の向上につながります。また、製品群にハゼ式折板屋根が加わることで、幅広

いニーズに対応できるようになります。 

（4）太陽光発電屋根の研究開発 

従来製品よりも低価格でかつ水密性を向上させた屋根一体型太陽電池の研究開発が終了し、生産準備を進め

ております。従来方式に比べメンテナンスが容易なため、システムの維持管理がしやすくなっています。また

取り付け方式を単純化したことで、多種多様化する太陽光発電モジュールに幅広く対応できる製品となってお

ります。 

（5）シート防水屋根の研究開発 

当期より新事業としてシート防水屋根の販売を開始しておりますが、このシートに金属板を組み合わせた新

しい防水工法の研究に着手しました。この工法により、シート防水だけでは難しかった防火性能を必要とする

住宅への採用が可能になるものと考え、現在大臣認定を取得するための準備を行っています。 

（6）溶接工法屋根の研究開発 

従来の工法を改良した溶接工法屋根の研究に着手しました。 

  



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、生産能力に重要な影響をおよぼす設備の異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

特記すべき事項はありません。 

  



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】 

(注) 提出日現在の発行数には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は

含んでおりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

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

平成14年６月27日定時株主総会決議 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 29,160,000 

計 29,160,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月15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 7,716,063 7,716,063
ジャスダック
証券取引所 

― 

計 7,716,063 7,716,063 ― ― 

  
中間会計期間末現在
(平成18年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日) 

新株予約権の数(個) 69 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 69,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり    512 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年７月１日
至 平成19年６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    512
資本組入額    256 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権者は、本新株予
約権の行使時において、当社
の取締役及び使用人の地位に
あることを要する。 
 新株予約権者の相続人によ
る本新株予約権の行使は認め
ないこととする。 
 各新株予約権の一部行使は
できないこととする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の承認を要
するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株予約権発行予定数から、退職等

の事由により被付与者が権利を喪失した新株予約権の数を減じております。 

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整することとしております。 

① 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げる。 

② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合

を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

  なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した

数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとす

る。 

③ 当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、

資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

  

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

  
  
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 

既発行株式数 ＋ 
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価 

  既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

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9月30日 ― 7,716,063 ― 1,266,921 ― ― 

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(％) 

舩木 元旦 神奈川県藤沢市 1,986 25.74 

舩木商事有限会社 神奈川県藤沢市亀井野403 724 9.38 

舩木 清子 神奈川県藤沢市 631 8.18 

全国元旦代理店持株会 神奈川県藤沢市湘南台1-1-21 342 4.43 

関東甲信越元旦会持株会 神奈川県藤沢市湘南台1-1-21 318 4.13

元旦ビューティ工業株式会社 
従業員持株会 

神奈川県藤沢市湘南台1-1-21 310 4.03 

日鉄鋼板株式会社 東京都江東区東陽7-5-8 251 3.25 

元旦取引先持株会 神奈川県藤沢市湘南台1-1-21 246 3.19 

東北北海道元旦会持株会 神奈川県藤沢市湘南台1-1-21 187 2.43 

株式会社横浜銀行 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1 165 2.14 

計 ― 5,162 66.91 



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が6,000株含まれております。また、「議決権

の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個が含まれておりません。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

(注) 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提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

役職の異動 

  

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  31,000 

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式7,638,000 7,632 ― 

単元未満株式 普通株式  47,063 ― 一単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 7,716,063 ― ― 

総株主の議決権 ― 7,632 ― 

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） 
元旦ビューティ工業 
株式会社 

神奈川県藤沢市湘南台 
１－１－21 

31,000 ― 31,000 0.40

計 ― 31,000 ― 31,000 0.40 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 399 402 389 345 319 305 

最低(円) 364 276 291 270 281 283 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

取締役 

（製品開発部長） 

取締役 

（システム推進室長兼 
 サーナルーフ課長） 

山坂 昇 平成18年11月17日 



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(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日)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(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日)は改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日)及び

当中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日)の中間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間

監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は子会社を有していないため、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17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

１ 現金及び預金   162,443    287,438   491,526    

２ 受取手形 
※2、

3 
264,462    521,074   266,631    

３ 売掛金   753,292    608,924   796,584    

４ 完成工事未収入金   273,872    417,252   391,129    

５ たな卸資産   817,622    910,387   662,937    

６ その他   167,312    215,386   156,412    

  貸倒引当金   △10,846    △7,659   △9,147    

流動資産合計     2,428,160 40.1  2,952,804 45.8   2,756,075 43.7

Ⅱ 固定資産                

(1) 有形固定資産                

１ 建物 ※1,2 940,431    872,050   904,845    

２ 機械装置 ※1,2 448,088    421,315   427,428    

３ 土地 ※2,4 1,801,976    1,801,976   1,801,976    

４ その他 ※1,2 150,050    146,811   138,714    

有形固定資産合計     3,340,547 (55.1)  3,242,153 (50.3)   3,272,965 (51.9)

(2) 無形固定資産     40,501 (0.7)  26,304 (0.4)   30,995 (0.5)

(3) 投資その他の資産                

１ 投資有価証券   103,441    95,814   103,521    

２ その他   413,245    330,026   402,478    

  貸倒引当金   △269,928    △198,823   △263,127    

投資その他の資産 
合計    246,758 (4.1) 227,018 (3.5)   242,872 (3.9)

固定資産合計     3,627,807 59.9  3,495,475 54.2   3,546,833 56.3

資産合計     6,055,967 100.0  6,448,280 100.0   6,302,908 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)                

Ⅰ 流動負債                

１ 支払手形 ※３ 834,098    1,017,556   947,896    

２ 買掛金   249,756    271,954   301,147    

３ 工事未払金   196,967    280,545   274,191    

４ 短期借入金 ※２ 1,568,444    1,416,508   1,415,659    

５ 未払法人税等   17,157    17,630   29,709    

６ 製品保証引当金   25,395    37,417   37,153    

７ その他   234,561    356,697   241,577    

流動負債合計     3,126,379 51.6  3,398,309 52.7   3,247,333 51.5

Ⅱ 固定負債                

１ 長期借入金 ※２ 1,880,362    1,720,204   1,654,673    

２ 退職給付引当金   268,238    282,795   275,264    

３ その他   29,923    22,827   24,903    

固定負債合計     2,178,524 36.0  2,025,827 31.4   1,954,841 31.0

負債合計     5,304,904 87.6  5,424,136 84.1   5,202,175 82.5

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     1,266,921 20.9  ― ―   1,266,921 20.1

Ⅱ 利益剰余金                

１ 中間(当期) 
  未処理損失   504,146   ― 153,544   

利益剰余金合計     △504,146 △8.3  ― ―   △153,544 △2.4

Ⅲ その他有価証券 
  評価差額金    113 0.0 ― ―   125 0.0

Ⅳ 自己株式     △11,824 △0.2  ― ―   △12,769 △0.2

資本合計     751,063 12.4  ― ―   1,100,733 17.5

負債・資本合計     6,055,967 100.0  ― ―   6,302,908 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     ― ―  1,266,921 19.6   ― ― 

２ 利益剰余金                

  その他利益剰余金                

繰越利益剰余金   ―    △229,976   ―    

利益剰余金合計     ― ―  △229,976 △3.5   ― ― 

３ 自己株式     ― ―  △12,911 △0.2   ― ― 

株主資本合計     ― ―  1,024,032 15.9   ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金   ―   110 ―   

評価・換算差額等 
合計    ― ― 110 0.0   ― ― 

純資産合計     ― ―  1,024,143 15.9   ― ― 

負債純資産合計     ― ―  6,448,280 100.0   ― ― 

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

   

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比

(％) 
金額(千円)

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％) 

Ⅰ 売上高   2,813,502 100.0 2,866,637 100.0 7,006,620 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,882,095 66.9 1,987,117 69.3 4,743,772 67.7 

  売上総利益   931,407 33.1 879,520 30.7 2,262,847 32.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   917,766 32.6 905,375 31.6 1,831,490 26.1 

  営業利益   13,640 0.5 ― ― 431,357 6.2 

  営業損失   ― ― 25,854 0.9 ― ― 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 16,204 0.6 9,042 0.3 24,288 0.3 

Ⅴ 営業外費用 ※２ 66,297 2.4 56,187 1.9 128,779 1.8 

  経常利益   ― ― ― ― 326,866 4.7 

  経常損失   36,451 1.3 72,999 2.5 ― ― 

Ⅵ 特別利益 ※３ 30,942 1.1 20,140 0.7 33,461 0.5 

Ⅶ 特別損失 ※４ 43,607 1.5 11,075 0.4 46,219 0.7 

  税引前当期純利益   ― ― ― ― 314,108 4.5 

  税引前中間純損失   49,117 1.7 63,934 2.2 ― ― 

  住民税   13,069 0.5 12,497 0.5 25,693 0.4 

  当期純利益   ― ― ― ― 288,415 4.1 

  中間純損失   62,186 2.2 76,432 2.7 ― ― 

  前期繰越損失   441,959   ―   441,959   

  中間(当期)未処理損失   504,146   ―   153,544   

           



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

  

株主資本 

資本金 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
その他

利益剰余金 
利益剰余金合計

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高(千円) 1,266,921 △153,544 △153,544 △12,769 1,100,607 

中間会計期間中の変動額           

 中間純損失(千円)   △76,432 △76,432   △76,432 

 自己株式の取得(千円)       △142 △142 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 
(千円) 

          

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) ― △76,432 △76,432 △142 △76,574 

平成18年９月30日残高(千円) 1,266,921 △229,976 △229,976 △12,911 1,024,032 

  

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) 125 125 1,100,733 

中間会計期間中の変動額(千円)       

 中間純損失(千円)     △76,432 

 自己株式の取得(千円)     △142 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 
(千円) 

△14 △14 △14 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △14 △14 △76,589 

平成18年９月30日残高(千円) 110 110 1,024,143 



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

  
  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

     

税引前中間純損失(△) 
又は税引前当期純利益 

  △49,117 △63,934 314,108 

減価償却費   106,068 88,226 214,212 

貸倒引当金の増加額 
(△減少額) 

  9,730 △58,192 1,230

退職給付引当金の増加額 
(△減少額) 

  △2,682 7,530 4,343

製品保証引当金の増加額 
(△減少額) 

  △459 264 11,299

受取利息及び受取配当金   △2,315 △1,865 △2,819 

支払利息   48,726 42,587 94,028 

固定資産売却益   △10,234 － △10,234 

固定資産売却損   8,172 － 8,172 

固定資産除却損   946 3,323 4,366 

土地寄付額   33,680 － 33,680 

売上債権の減少額 
(△増加額) 

  269,388 △31,627 113,413 

たな卸資産の増加額   △228,089 △247,450 △73,404

仕入債務の増加額 
(△減少額) 

  △357,178 46,821 △114,766 

その他   △120,903 26,109 △83,344 

小計   △294,269 △188,206 514,287 

利息及び配当金の受取額   2,344 1,877 2,818 

利息の支払額   △50,579 △37,929 △94,252 

法人税等の支払額   △27,924 △25,612 △27,924 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  △370,428 △249,870 394,928



  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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   △16,863 △20,195 △70,422 

有形固定資産の売却による収入   135,057 － 135,057 

投資有価証券の売却による収入   31,191 － 31,191 

貸付金の回収による収入   10,340 5,494 15,804 

その他   △5,376 △5,754 △14,137 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  154,349 △20,455 97,492

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   950,000 800,000 1,850,000 

短期借入金の返済による支出   △1,061,100 △865,000 △2,046,100

長期借入れによる収入   1,060,000 930,000 1,330,000 

長期借入金の返済による支出   △727,128 △798,620 △1,290,602

自己株式取得による支出   △803 △142 △1,748 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  220,968 66,237 △158,450

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
（△減少額） 

  4,889 △204,089 333,971

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

  144,583 478,554 144,583

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※ 149,472 274,465 478,554

    



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) たな卸資産 

  製品、原材料及び仕掛

品 

   総平均法に基づく原

価法 

(1) たな卸資産 

  製品、原材料及び仕掛

品 

同左 

(1) たな卸資産 

  製品、原材料及び仕掛

品 

同左 

    未成工事支出金 

   個別法に基づく原価

法 

  未成工事支出金 

同左 

  未成工事支出金 

同左 

  (2) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法(評価差額は全部

資本直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定) 

(2) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法(評価差額は全部

純資産直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定) 

(2) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    当期末の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定) 

     時価のないもの 

    移動平均法に基づ

く原価法 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

  (3) デリバティブ 

  時価法 

(3) デリバティブ 

同左 

(3) デリバティブ 

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 

   但し、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 

   主な耐用年数 

    建物  15～38年 

    機械装置  12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 

   主な耐用年数 

    (社内における利

用可能期間) 

自社利用 
ソフトウェア 

５年

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

  (3) 長期前払費用 

  均等償却 

   主な償却期間 ５年 

(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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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、破産更生債権等

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) 製品保証引当金 

  製品販売後の無償補修

費用の支出に充てるた

め、当中間会計期間末に

至る１年間の売上高に過

去の実績率を乗じた額を

計上しております。 

(2) 製品保証引当金 

同左 

(2) 製品保証引当金 

  製品販売後の無償補修

費用の支出に充てるた

め、売上高に過去の実績

率を乗じた額を計上して

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、

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(５年)による定

額法により翌事業年度か

ら費用処理することとし

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(５年)による定

額法により翌事業年度か

ら費用処理することとし

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ ヘッジ会計の方法  長期借入金の一部につい

て、取締役会決議に基づき

将来の金利上昇リスクを軽

減する目的で金利スワップ

取引及び金利キャップ取引

を行っております。当該デ

リバティブ取引について

は、財務部が実行管理を行

い、金利スワップの特例処

理の要件を満たす金利スワ

ップ取引については、当該

特例処理(金利スワップを

時価評価せずに当該金利ス

ワップに係る金銭の受払の

純額を金利変換の対象とな

る負債に係る利息に加減す

る方法)を採用しておりま

す。また、特例処理の要件

を満たさない金利スワップ

取引及び金利キャップ取引

については、ヘッジ有効性

評価を行い、繰延ヘッジ処

理を採用しております。な

お、ヘッジ有効性評価につ

いて、特例処理の要件を満

たさない金利スワップ取引

に関しては、ヘッジ対象と

ヘッジ手段のキャッシュ・

フロー総額の変動額の割合

の相関関係を求めることに

より、金利キャップ取引に

関しては、ヘッジ対象とヘ

ッジ手段の想定元本、契約

条件等により評価しており

ます。特例処理の要件を満

たす金利スワップ取引につ

いては、有効性の評価を省

略しております。 

 長期借入金の一部につい

て、取締役会決議に基づき

将来の金利上昇リスクを軽

減する目的で金利スワップ

取引及び金利キャップ取引

を行っております。当該デ

リバティブ取引について

は、財務部が実行管理を行

い、金利スワップ取引につ

いては、特例処理(金利ス

ワップを時価評価せずに当

該金利スワップに係る金銭

の受払の純額を金利変換の

対象となる負債に係る利息

に加減する方法)を採用し

ております。また、ヘッジ

の有効性の評価について、

金利キャップ取引に関して

は、ヘッジ対象とヘッジ手

段の想定元本、契約条件等

により評価しております。

なお、特例処理の要件を満

たす金利スワップ取引につ

いては、有効性の評価を省

略しております。 

 長期借入金の一部につい

て、取締役会決議に基づき

将来の金利上昇リスクを軽

減する目的で金利スワップ

取引及び金利キャップ取引

を行っております。当該デ

リバティブ取引について

は、財務部が実行管理を行

い、金利スワップの特例処

理の要件を満たす金利スワ

ップ取引については、当該

特例処理(金利スワップを

時価評価せずに当該金利ス

ワップに係る金銭の受払の

純額を金利変換の対象とな

る負債に係る利息に加減す

る方法)を採用しておりま

す。また、特例処理の要件

を満たさない金利スワップ

取引及び金利キャップ取引

については、ヘッジ有効性

評価を行い、繰延ヘッジ処

理を採用しております。な

お、ヘッジ有効性評価につ

いて、特例処理の要件を満

たさない金利スワップ取引

に関しては、ヘッジ対象と

ヘッジ手段のキャッシュ・

フロー総額の変動額の割合

の相関関係を求めることに

より、金利キャップ取引に

関しては、ヘッジ対象とヘ

ッジ手段の想定元本、契約

条件等により評価しており

ます。特例処理の要件を満

たす金利スワップ取引につ

いては、有効性の評価を省

略しております。 

６ 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

計算書上資金の範囲に含め

た現金及び現金同等物は、

手許現金及び要求払預金の

ほか、取得日から３ヶ月以

内に満期日が到来する定期

預金であります。 

同左  キャッシュ・フロー計算

書上資金の範囲に含めた現

金及び現金同等物は、手許

現金及び要求払預金のほ

か、取得日から３ヶ月以内

に満期日が到来する定期預

金であります。 



  

  

会計方針の変更 
  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

 消費税等の会計処理は、

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。 

消費税等の会計処理方法 

 消費税等の会計処理は、

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。 

消費税等の会計処理方法 

 消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――――――― (貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等) 

 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。 

 従来の資本の部の合計に相当

する金額は1,024,143千円であ

ります。 

 なお、当中間会計期間におけ

る中間貸借対照表の純資産の部

については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間

財務諸表等規則により作成して

おります。 

―――――――― 



追加情報 

  

  

  

次へ 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 当社は、前事業年度まで６期連続

で当期純損失を計上しており、継続

企業の前提に関する重要な疑義が存

在しておりました。 

 当社としては黒字体質への転換を

図るため、「新しい商流の確立」・

「価格戦略の見直し」・「コストの

削減」を経営方針とし、販売粗利益

の確保、固定費の削減を実行してま

いりました。また、前事業年度にお

いて、「固定資産の減損に係る会計

基準」の早期適用、本社土地建物等

の売却を進めたほか、当中間会計期

間においても不稼動資産の売却を実

行し、財務体質の改善も進めてまい

りました。 

 その結果、販売価格の改善・受注

物件の採算見直し・製造固定費のコ

スト低減により、売上総利益が前年

同期に比べ198,053千円改善してお

ります。また、人件費及びその他販

売固定費の低減により、販管費が前

年同期に比べ57,154千円削減してお

り、これらの事項により当中間会計

期間の営業利益は13,640千円とな

り、前中間会計期間の営業損失

241,567千円に比べ255,207千円改善

しており、黒字体質への転換が達成

されたものと考えております。従っ

て、当中間会計期間において継続企

業の前提に関する重要な疑義は解消

したと判断しております。 

――――――――  当社は、前期まで６期連続で当期

純損失を計上しており、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在して

おりました。 

 当社としては黒字体質への転換を

図るため、「新しい商流の確立」・

「価格戦略の見直し」・「コストの

削減」を経営方針とし、販売粗利益

の確保、固定費の削減を実行してま

いりました。また、前期において、

「固定資産の減損に係る会計基準」

の早期適用、本社土地建物等の売却

を進めたほか、当期においても不稼

動資産の売却を実行し、財務体質の

改善も進めてまいりました。 

 その結果、販売価格の改善・受注

物件の採算見直し・人件費及びその

他固定費の低減により、当期の営業

利益は431,357千円（前期は営業利

益282,961千円）となり、また、支

払利息負担の軽減等により経常利益

は326,866千円（前期は経常利益

136,067 千 円）、当 期 純 利 益 は

288,415千円（前期は当期純損失

2,514,958千円）を計上し、黒字体

質への転換が達成できました。従っ

て、当期において継続企業の前提に

関する重要な疑義は解消したと判断

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９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 

5,256,378千円 5,378,686千円 5,327,101千円 

※２ 担保に供してい

る資産及びこれに

対応する債務 

(1) 担保に供している資産 

 ① 工場財団(工場抵当

法によるものを含む) 

  

  

 ( )内の金額は内数で、

工場抵当法によるものであ

ります。 

建物 
430,543千円
(271,546) 

機械装置
365,673 
(156,400) 

土地 160,447 

有形固定資産 
「その他」 

59,401 
(16,779) 

 計 
1,016,065千円
(444,726) 

(1) 担保に供している資産 

 ① 工場財団(工場抵当

法によるものを含む) 

  

  

 ( )内の金額は内数で、

工場抵当法によるものであ

ります。 

建物
576,438千円
(429,973) 

機械装置
414,470
(210,260) 

土地 
565,158
(404,711) 

有形固定資産
「その他」 

88,420
(51,866) 

計
1,644,488千円
(1,096,811) 

(1) 担保に供している資産 

 ① 工場財団(工場抵当

法によるものを含む) 

  

  

 ( )内の金額は内数で、

工場抵当法によるものであ

ります。 

建物
599,859千円
(447,380) 

機械装置
419,963 
(220,711) 

土地 
565,158 
(404,711) 

有形固定資産 
「その他」 

93,034 
(54,243) 

計
1,678,016千円
(1,127,046) 

   ② その他 

  

  

受取手形 209,495千円

建物 353,742 

土地 1,594,649 

 計 2,157,888千円

 ② その他 

  

  

建物 264,131 

土地 1,189,938 

 計 1,454,069千円

 ② その他 

  

受取手形 210,776千円

建物 272,510 

土地 1,189,938 

 計 1,673,224千円

  (注)上記のほか、担保受入

手形(貸付金等の担保と

して受入れた商業手形)

20,590千円を当社の借入

金の担保として、金融機

関に差入れております。 

(2) 上記に対応する債務 

短期借入金 1,044,718千円

長期借入金 1,818,830 

 計 2,863,548千円

  

  

  

  

  

  

  

(2) 上記に対応する債務 

短期借入金 1,042,954千円

長期借入金 1,670,984 

 計 2,713,938千円

(注)上記のほか、担保受入

手形(貸付金等の担保と

して受入れた商業手形)

19,223千円を当社の借入

金の担保として、金融機

関に差入れております。 

(2) 上記に対応する債務 

短期借入金 1,230,411千円

長期借入金 1,599,297 

 計 2,829,708千円

※３ 期末日満期手形 ――――――――――  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、当中間会計期間の

末日は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

期間末日の残高に含まれて

おります。 

受取手形 41千円

支払手形 

割引手形 

109,954千円

48,664千円

―――――――――― 



  

  

次へ 

項目 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※４ 企業立地促進奨

励金圧縮額 

 企業立地促進奨励金によ

って取得した資産について

は、企業立地促進奨励金に

相当する下記金額を取得価

額から控除しております。 

土地 40,293千円

 企業立地促進奨励金によ

って取得した資産について

は、企業立地促進奨励金に

相当する下記金額を取得価

額から控除しております。 

土地 40,293千円

 企業立地促進奨励金によ

って取得した資産について

は、企業立地促進奨励金に

相当する下記金額を取得価

額から控除しております。 

土地 40,293千円

 ５ 手形割引高及び

手形裏書譲渡高 

受取手形割引高 

849,152千円 

受取手形割引高 

653,513千円 

受取手形割引高 

1,312,209千円 

    受取手形裏書譲渡高 

22,550千円 

受取手形裏書譲渡高 

19,281千円 

 ６ 当座貸越契約  当座貸越契約による借入

未実行残高は次のとおりで

あります。 

借入枠 240,800千円

実行残高 240,800 

 差引 ―千円

 当座貸越契約による借入

未実行残高は次のとおりで

あります。 

借入枠 240,800千円

実行残高 240,800 

 差引 ―千円

 当座貸越契約による借入

未実行残高は次のとおりで

あります。 

借入枠 240,800千円

実行残高 240,800 

 差引 ―千円



  
  

(中間損益計算書関係) 

  

  

  

前へ   次へ 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益のう

ち主要なもの 

受取利息 654千円 受取利息 359千円 受取利息 1,158千円

※２ 営業外費用のう

ち主要なもの 

支払利息 48,726千円 支払利息 42,587千円 支払利息 94,028千円

※３ 特別利益のうち

主要なもの 

貸倒引当金
戻入額 

11,089千円
貸倒引当金
戻入額 

20,140千円 ――――― 

  

  

土地売却益 10,234千円   

※４ 特別損失のうち

主要なもの 

土地寄付額 33,680千円

  

固定資産除
却損 

3,323千円

投資有価証
券評価損 

7,751千円

  

土地寄付額 33,680千円

固定資産売
却損 

8,172千円

固定資産除
却損 

4,366千円

       固定資産売却損の内訳は

以下のとおりであります。 

建物 7,039千円

有形固定資産
「その他」 

1,133千円

 ５ 減価償却実施額 有形固定資産 88,976千円

無形固定資産 15,350千円

有形固定資産 81,243千円

無形固定資産 5,741千円

有形固定資産 183,763千円

無形固定資産 26,884千円

 ６ 売上高の著しい

季節的変動 

 当社の売上高は、最終ユ

ーザーの設備投資等の状況

により、事業年度の上半期

に発生する売上高に比し、

下半期に発生する売上高が

著しく増加する傾向にあり

ます。 

同左 ――――― 



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式及び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。 

 自己株式 

 単元未満株式の買取りによる増加 500株 

  

２ 新株予約権等に関する事項 

  

３ 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

発行済株式         

普通株式(千株) 7,716 ― ― 7,716 

自己株式         

普通株式(千株) 30 0 ― 31 

会社名 内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数（千株） 当中間会計
期間末残高
（千円） 

前事業
年度末 

増加 減少 
当中間 
会計期間末 

提出会社 
平成12年新株予約

権 
普通株式 69 ― ― 69 ― 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※ 現金及び現金同等

物と(中間)貸借対照

表科目との関係 

現金及び預金 
中間期末残高 

162,443千円

預け入れ期間 
が３ヶ月を超 
える定期預金 

12,971 

現金及び現金 
同等物中間期 
末残高 

149,472千円

現金及び預金
中間期末残高

287,438千円

預け入れ期間
が３ヶ月を超
える定期預金

12,973

現金及び現金
同等物中間期
末残高 

274,465千円

現金及び預金 
期末残高 

491,526千円

預け入れ期間 
が３ヶ月を超 
える定期預金 

12,972 

現金及び現金 
同等物期末残 
高 

478,554千円



  

(リース取引関係) 

  

  

前へ   次へ 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 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 

  

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)

機械装
置 4,425 1,843 2,581

有形固
定資産
「その
他」 

60,203 44,476 15,726

計 64,628 46,320 18,308

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 

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)

機械装
置 4,425 2,581 1,843

有形固
定資産
「その
他」 

48,842 23,003 25,839

計 53,267 25,584 27,683

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当

額 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円)

機械装
置 4,425 2,212 2,212

有形固
定資産
「その
他」 

41,833 20,803 21,030

計 46,258 23,015 23,242

  ２ 未経過リース料中間期

末残高相当額 

１年内 11,096千円

１年超 7,844 

 計 18,940千円

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額 

１年内 11,714千円

１年超 16,690 

 計 28,405千円

２ 未経過リース料期末残

高相当額 

１年内 10,588千円

１年超 13,445 

 計 24,033千円

  (注) 上記の他、除却処理し

たものに係る未経過リー

ス料中間期末残高相当額

16,383千円は、貸借対照

表上流動負債の「その

他」（14,801千円）及び

固定負債の「その他」

（1,582千円）に計上し

ております。 

(注) 上記の他、除却処理し

たものに係る未経過リー

ス料中間期末残高相当額

1,582千円は、貸借対照

表上流動負債の「その

他」（1,348千円）及び

固定負債の「その他」

（234千円）に計上して

おります。 

(注) 上記の他、除却処理し

たものに係る未経過リー

ス料期末残高相当額8,81

2千円は、貸借対照表上

流動負債の「その他」

（8,500千円）及び固定

負債の「その他」（312

千円）に計上しておりま

す。 

  ３ 支払リース料、減価償

却費相当額及び支払利息

相当額 

支払リース料 7,253千円

減価償却費相 
当額 

6,958 

支払利息相当 
額 

180 

３ 支払リース料、減価償

却費相当額及び支払利息

相当額 

支払リース料 6,424千円

減価償却費相
当額 

6,124

支払利息相当
額 

244

３ 支払リース料、減価償

却費相当額及び支払利息

相当額 

支払リース料 16,452千円

減価償却費相 
当額 

16,049 

支払利息相当 
額 

452 

  ４ 減価償却費相当額及び

利息相当額の算定方法 

  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 減価償却費相当額及び

利息相当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算

定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額及び

利息相当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算

定方法 

同左 

    利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース

物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額と

し、各期への配分方法に

ついては、利息法によっ

ております。 

  利息相当額の算定方法 

同左 

  利息相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

(前中間会計期間) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

２ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

３ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) その他有価証券で時価のあるものについては、時価が取得原価に比べて50％以上下落したもの、及び時価が取得原価に比べ

て30％以上50％未満下落しているもののうち、過去1年間の決算日又は中間決算日における時価が同程度下落しているものに

ついて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、その他有価証券で時価のあるものについて、減損処理

は行っておりません。 

  

４ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

  
前中間会計期間末(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 249 441 191 

(2) その他 － － － 

合計 249 441 191 

  

前中間会計期間末
(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   

非上場株式 103,000 



(当中間会計期間) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

２ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

３ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) その他有価証券で時価のあるものについては、時価が取得原価に比べて50％以上下落したもの、及び時価が取得原価に比べ

て30％以上50％未満下落しているもののうち、過去1年間の決算日又は中間決算日における時価が同程度下落しているものに

ついて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、その他有価証券で時価のあるものについて、減損処理

は行っておりません。 

  

４ 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減損処理を行い、投資有価証券評価損7,751千円を計上しております。 

  
当中間会計期間末(平成18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 379 566 186 

(2) その他 － － － 

合計 379 566 186 

  

当中間会計期間末
(平成18年９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 95,248 



(前事業年度) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

２ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

３ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) その他有価証券で時価のあるものについては、時価が取得原価に比べて50％以上下落したもの、及び時価が取得原価に比べ

て30％以上50％未満下落しているもののうち、過去1年間の決算日又は中間決算日における時価が同程度下落しているものに

ついて減損処理を行っております。なお、当事業年度において、その他有価証券で時価のあるものについて、減損処理は行

っておりません。 

  

４ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

  
前事業年度末(平成18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 309 521 211 

(2) その他 － － － 

合計 309 521 211 

  

前事業年度末
(平成18年３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 103,000 



(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

（注）１.上記はヘッジ会計の要件を満たさなくなったため、ヘッジ会計を終了したものであります。 

２.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

当中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

（注）１.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

前事業年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

（注）１.上記はヘッジ会計の要件を満たさなくなったため、ヘッジ会計を終了したものであります。 

２.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

当中間会計期間において付与したストック・オプション等はありません。 

  

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

関連会社株式については、取得価額の全額を減損処理しております。また、持分法を適用した場合の投資の金額

及び持分法を適用した場合の投資損益は零であります。 

  

当中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

関連会社株式については、取得価額の全額を減損処理しております。また、持分法を適用した場合の投資の金額

及び持分法を適用した場合の投資損益は零であります。 

  

前事業年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

関連会社株式については、取得価額の全額を減損処理しております。また、持分法を適用した場合の投資の金額

及び持分法を適用した場合の投資損益は零であります。 

  

対象物の種類 取引の種類 
契約金額 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

金利 キャップ取引 700,000 372 △1,727 

対象物の種類 取引の種類 
契約金額 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

金利 キャップ取引 100,000 780 △949 

対象物の種類 取引の種類 
契約金額 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

金利 キャップ取引 300,000 ― ― 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間（当期）純損益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

  

前へ     

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 97円69銭 133円26銭 143円22銭 

１株当たり当期純利益 ― ― 37円51銭 

１株当たり中間純損失 8円08銭 9円94銭 ― 

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益 

 潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額について

は、１株当たり中間純損失

が計上されているため記載

しておりません。 

 潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額について

は、１株当たり中間純損失

が計上されているため記載

しておりません。 

 潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額について

は、希薄化効果を有してい

る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

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間純損失(△)又は当期純利益 
(千円) 

△62,186 △76,432 288,415 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間純損失(△)又
は当期純利益(千円) 

△62,186 △76,432 288,415

普通株式の期中平均株式数(千株) 7,689 7,685 7,687 

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
72個)。これらの詳細
は、「第４提出会社の
状況 １ 株式等の状況
(2)新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。 

新株予約権「１種
類」(新株予約権の数
69個)。これらの詳細
は、「第４提出会社の
状況 １ 株式等の状況
(2)新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。 

新株予約権「１種
類」(新株予約権の数
69個)。これらの詳細
は、「第４提出会社の
状況 １ 株式等の状況
(2)新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。 



(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36期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月30日関東財務局長に提出。 

（2）有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書（上記（1）有価証券報告書の訂正報告書）を平成18年７月28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 

  

元旦ビューティ工業株式会社 

  

  

  

  

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」に掲げられている元旦ビ

ューティ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36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、元旦ビューティ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17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している

ものと認める。 

  

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

  

以 上 

  

  

平成17年12月12日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指 定 社 員
業務執行役員

  公認会計士  杉  本  茂  次  ㊞ 

指 定 社 員
業務執行役員

  公認会計士  日  下  靖  規  ㊞ 

※ 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、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

元旦ビューティ工業株式会社 

  

  

  

  

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」に掲げられている元旦ビ

ューティ工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第37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、元旦ビューティ工業株式会社の平成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 

  

  

平成18年12月12日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指 定 社 員
業務執行役員

  公認会計士  杉  本  茂  次  ㊞ 

指 定 社 員
業務執行役員

  公認会計士  日  下  靖  規  ㊞ 

※ 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、その原本は当社が別途保管しております。 
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