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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】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．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。

３．第51期中より「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）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）を適用しておりま

す。 

回次 第49期中 第50期中 第51期中 第49期 第50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 百万円 12,255 12,007 13,470 24,850 25,017 

経常利益 百万円 1,713 1,457 1,579 3,500 3,187 

中間（当期）純利益 百万円 994 766 898 1,950 1,790 

純資産額 百万円 27,686 29,163 30,330 28,357 30,212 

総資産額 百万円 35,511 36,963 41,060 35,991 38,559 

１株当たり純資産額 円 1,730.29 1,822.64 1,895.61 1,769.86 1,885.96 

１株当たり中間（当期） 

純利益金額 
円 62.17 47.92 56.16 119.49 109.64 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
円 － － － － － 

自己資本比率 ％ 78.0 78.9 73.9 78.8 78.4 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 1,458 1,286 2,228 3,113 2,690 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 △625 △257 △644 △808 △2,139 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 △580 △299 △311 △930 △493 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
百万円 6,758 8,596 9,219 7,846 7,953 

従業員数 人 523 586 626 556 611 



(2）提出会社の経営指標等 

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．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。

回次 第49期中 第50期中 第51期中 第49期 第50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 百万円 12,115 11,872 13,399 24,546 24,727 

経常利益 百万円 1,702 1,468 1,584 3,524 3,180 

中間（当期）純利益 百万円 998 790 908 1,996 1,847 

資本金 百万円 3,358 3,358 3,358 3,358 3,358 

発行済株式総数 株 16,005,600 16,005,600 16,005,600 16,005,600 16,005,600 

純資産額 百万円 27,731 29,328 30,444 28,576 30,293 

総資産額 百万円 35,212 36,821 40,834 35,854 38,244 

１株当たり純資産額 円 1,733.12 1,832.96 1,902.70 1,783.54 1,890.99 

１株当たり中間（当期）

純利益金額 
円 62.40 49.39 56.79 122.38 113.23 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
円 － － － － － 

１株当たり配当額 円 15.00 20.00 15.00 33.00 38.00 

自己資本比率 ％ 78.7 79.7 74.6 79.7 79.2 

従業員数 人 423 446 444 416 438 



２【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、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】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

なお、連結子会社である藤伸商事株式会社は、平成18年６月27日よりＱＳＯインダストリアル株式会社に社名変更

いたしました。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 当社グループは、水道用給水装置機材器具に関する単一事業分野において、事業活動を展開しているため、 

次の部門で記載しております。 

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、嘱託（16人）、

パートタイマー（6人）は含んでおりません。 

(2）提出会社の状況 

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、嘱託（15人）、

パートタイマー（5人）は含んでおりません。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。 

平成18年９月30日現在

部門グループ名 従業員数（人） 

生産部門  315 

営業部門  232 

研究開発部門  35 

本社部門  44 

合計  626 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 444 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績の改善が個人所得や消費の増加に繋がるといった好循環

により、国内景気は自立的な回復局面が続きました。 

当社グループの属する給水装置業界におきましては、住宅建設が底堅く推移したものの、給水装置の主要原材

料である銅の価格が当会計期間初頭から暴騰し、またその後も高留まりした影響を大きく受けるなど、近年には

類のない厳しい事業環境となりました。 

このような環境下、当社グループにおきましては、銅の価格高騰による影響を最小限に抑えるため、以下のよ

うな事業活動を展開してまいりました。 

営業面におきましては、本年4月に公表した新価格の適用を営業の最優先課題と捉えて、販売活動を推進してま

いりました。また、東京地区の一部給水装置ステンレス化に伴う新製品投入と販売特化、および暖房関連製品の

販売強化なども併せ、売上・収益の伸長に努めてまいりました。 

生産面につきましては、福島工場における全般的な生産コスト見直しに取組み、また海外生産子会社の増産体

制を確立するなど、原価面におきましても、材料費高騰の影響を抑制する活動を推進してまいりました。 

以上の結果、当中間連結会計期間における連結売上高は134億70百万円（前年同期比12.2%増）となり、連結経

常利益は15億79百万円（前年同期比8.3%増）、連結中間純利益については8億98百万円（前年同期比17.2%増）を

確保いたしました。 

(2）キャッシュ・フロー 

当中間連結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、税金等調整前中間(当期）純利

益15億73百万円、減価償却費４億69百万円などにより、前連結会計年度末に比べ12億66百万円増加し、当中間連

結会計期末の資金は92億19百万円となりました。 

当中間連結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、以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、22億28百万円となり、前中間連結会計期間に比べ９億42百万円増加いたしまし

た。 

この主な増加要因は、税金等調整前中間（当期）純利益が増加したこと、また法人税等の支払額が減少したこと

などによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は、6億44百万円となり、前中間連結会計期間に比べ3億87百万円増加いたしました。 

この主な増加要因は、運用資産として国債を購入したことなどによるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動に使用した資金は、３億11百万円となり、前中間連結会計期間に比べ11百万円増加いたしました。 

この主な増加要因は、連結子会社の借入金返済が増加したことなどによるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間の水道用給水装置機材器具の生産実績を各品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．給水バルブとは止水栓、分水栓、分岐弁、小型空気弁などであります。 

２．継手とは青銅継手（ＫＭＰ継手、ろくろ継手など）、ステンレス継手（ＭＳＪ継手）、各都市型継手などで

あります。 

３．金額は販売価格で表示しております。 

４．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

(2) 商品仕入実績 

 当中間連結会計期間の水道用給水装置機材器具の商品仕入実績を各品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．樹脂配管材料とは塩ビ管、塩ビ管継手、ポリエチレン管などであります。 

２．鋳鉄配管材料とは上水仕切弁、消火栓、筐類などであります。 

３．その他とは他社製給水バルブ及び継手類などであります。 

４．金額は仕入価格で表示しております。 

５．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

(3) 受注状況 

 当社グループ製品は需要予測に基づいて見込生産により行っており、受注生産は行っておりません。 

 なお、当中間連結会計期間の水道用給水装置機材器具の工事受注を各品目別に示すと、次のとおりであります。

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

品目別 金額（百万円） 前年同期比（％） 

給水バルブ 5,328 136.1 

継手 6,705 118.1 

合計 12,033 125.5 

品目別 金額（百万円） 前年同期比（％） 

樹脂配管材料 716 94.3 

鋳鉄配管材料 266 85.0 

その他 1,310 114.5 

合計 2,293 103.4 

品目別 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

建築工事 144 259.9 137 175.5 

合計 144 259.9 137 175.5 



(4) 販売実績 

 当中間連結会計期間の水道用給水装置機材器具の販売実績を各品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．給水バルブとは止水栓、分水栓、分岐弁、小型空気弁などであります。 

２．継手とは青銅継手（ＫＭＰ継手、ろくろ継手など）、ステンレス継手（ＭＳＪ継手）、各都市型継手などで

あります。 

３．樹脂配管材料とは塩ビ管、塩ビ管継手、ポリエチレン管などであります。 

４．鋳鉄配管材料とは上水仕切弁、消火栓、筐類などであります。 

５．商品（その他）とは他社製給水バルブ及び継手類などであります。 

６．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。 

７．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

品目別 金額（百万円） 前年同期比（％） 

製品   

給水バルブ 4,891 125.1 

継手 5,778 107.4 

小計 10,669 114.8 

商品   

樹脂配管材料 811 95.3 

鋳鉄配管材料 291 86.5 

その他 1,668 111.3 

小計 2,771 103.1 

工事   

建築工事 29 103.6 

合計 13,470 112.2 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額 (百万円) 割合（％） 金額 (百万円) 割合（％） 

渡辺パイプ㈱ 1,278 10.6 1,479 11.0 



３【対処すべき課題】 

当社グループの対処すべき主な課題は以下のとおりであります。 

１．時代に相応しく、かつユーザーに喜ばれる製品の開発に経営資源を投入してまいります。 

２．更なる収益向上を目指すため、銅価格の高騰を適正に販売価格に反映させてまいります。 

３．銅価格の高騰による原価への影響を最小限に抑えるため、全社的なコスト削減を目指してまいります。 

４．海外生産子会社の生産量を倍増し、グループ全体の原価を減少させてまいります。 

５．営業人員の増員効果を、売上増に繋げ、実のあるものとしてまいります。 

６．新規事業分野である水道メータ事業を、早い段階で業績に寄与できるよう活動してまいります。 

 また、企業の社会的責任の重要性を認識し、会社指針のとおり、安全な製品提供はもちろんのこと、内部統制

システムの整備によるコーポレートガバナンスの一層強化や環境マネジメントシステムの更なる浸透、適時情報

開示などのＩＲ活動の充実を図り、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーの期待と要望にお応えす

るべく、全力で取り組む所存でございます。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

当社グループは、お客様のニ－ズや市場の変化に的確に対応した独自製品の研究開発に努めております。より

付加価値の高い水道用給水装置、屋内給水給湯配管システム関連部材、暖房システム関連部材の製品開発を進め

ております。また、各種金属材料に対応した金型の設計技術をはじめ、鋳造・加工・組立・検査などの総合的な

生産技術開発もあわせて進めております。 

当中間連結会計期間において、特に重点を置きました製品開発は、以下のとおりであります。 

① 水道用給水装置におきましては、止水耐久性能の更なる向上を実現するためにセラミクス材料を使用した不凍

水栓柱の開発。 

② 建物内給水・給湯配管システムにおきましては、顧客のニーズ・市場の変化に対応した、「管ワンタッチ接合

式継手」の開発。 

③ 暖房システム関連部材におきましては、温水搬送時におけるエネルギ－ロスを低減し、暖房システム全体の省

エネルギ－化を図る事を目的とした「高効率ツインパイプ」の開発。 

また、環境への配慮も積極的に行なってまいりました。 

当中間連結会計期間における研究開発費の総額は、１億99百万円であります。なお、平成18年９月30日現在におけ

る国内の工業所有権の総数は、141件（うち出願中58件）であります。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備状況に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 (1)当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備及び施設の新設は次のとおり完

了しております。 

①鋳物プラント及び加工設備（当社福島工場）総額70百万円については、平成18年9月までに12百万円の鋳物

プラント及び加工設備が完了しております。なお、残りの58百万円の設備については、平成19年3月までに

完了する予定であります。 

②生産設備の合理化及び更新等（当社福島工場）総額420百万円については、平成18年9月までに25百万円の生

産設備の合理化更新等が完了しております。なお、残りの395百万円のうち、275百万円の生産設備の合理化

及び更新等については、平成19年3月までに完了する予定であります。なお、その他の生産設備の合理化及

び更新等については、計画の見直し等により、120百万円減額となりました。 

③建物の改修等（当社1号館ビル・2号館ビル）総額160百万円については、平成18年9月までに90百万円の設備

改修等が完了しております。なお、残りの70百万円の改修等については、平成19年3月までに完了する予定

であります。 

 (2)当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設・拡充及び改修の計画は次のとおりでありま

す。なお、新たに確定した除却、売却等の計画はありません。 

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

事業所名 

（所在地） 
事業内容 設備の内容 

投資予定金額 

資金調達 

方法 

着手及び完了予定年月 

完成後の 

増加能力 総額 

（百万円）
既支払額 

（百万円）
着手 完了 

当社福島工場 

（福島県安達郡）  

給水装置製品の

製造  
 生産設備の改造等 160 0  自己資金 平成19年1月  平成19年5月   - 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項ありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 47,000,000 

計 47,000,000 

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22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 16,005,600 16,005,600 
東京証券取引所 

市場第一部 
－ 

計 16,005,600 16,005,600 － － 

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 

（百万円） 

資本金残高 

（百万円） 

資本準備金増減額

（百万円） 

資本準備金残高 

（百万円） 

 平成18年４月１日～

平成18年９月31日 
－ 16,005,600 － 3,358 － 3,711 



(4）【大株主の状況】 

（注）１．OCM Opportunities Fund V,L.P.およびOCM Japan Opportunities Fund L.P.から平成18年1月17日までに提出

された株式等の大量保有に関する報告書および株式等の大量保有に関する変更報告書により平成18年1 月11

日現在で1,072,400株(発行済株式総数に対する保有株式数の割合6.70％)を保有している旨の報告を受けてお

りますが、当社として平成18年9月30日現在における実質所有株式数が確認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18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

エスエフピーバリューリアリゼーション 

マスターファンド 

東京都港区六本木１丁目６番１号 

泉ガーデンタワー 
1,555,100 9.72 

前澤給装工業従業員持株会 東京都目黒区鷹番２－13－５ 850,516 5.31 

ザバンクオブニューヨーク 

トリーティージャズデックアカウント 
東京都千代田区丸の内２－７－１ 674,900 4.22 

前澤工業株式会社 東京都中央区八重洲２－７－２ 624,300 3.90 

前澤化成工業株式会社 東京都中央区八重洲２－７－２ 624,020 3.90 

ユービーエスセキュリティーズエルエルシー

カスタマーセグリゲイティッドアカウント 
東京都品川区東品川２－３－14 490,800 3.07 

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 
東京都中央区日本橋兜町６－７ 490,000 3.06 

モルガンスタンレーアンドカンパニーインク 
東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号 

恵比寿ガーデンプレイスタワー 
457,500 2.86 

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２－２－１ 400,000 2.50 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 350,000 2.19 

計 － 6,517,136 40.72 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「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1,200株含まれております。また、 

「議決権の数（個）」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係わる議決権の数12個が含まれております。 

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、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

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

役職の異動 

  平成18年９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） 普通株式 5,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 15,998,500 159,985 － 

単元未満株式 普通株式 2,100 － － 

発行済株式総数 16,005,600 － － 

総株主の議決権 － 159,985 － 

  平成18年９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（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 
（％） 

前澤給装工業株式会社 東京都目黒区鷹番２－13－５ 5,000 － 5,000 0.03 

計 － 5,000 － 5,000 0.03 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 2,040 1,998 1,845 1,896 1,889 1,860 

最低（円） 1,945 1,761 1,701 1,717 1,785 1,788 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

専務取締役  
執行役員 

経営管理本部長  
 専務取締役  

執行役員 

経営管理本部長兼 

リスク統轄本部長 

佐藤 秀敏  平成18年11月１日



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「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。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2) 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、前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30

日）及び前中間会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）並びに当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日 至平成18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）の中間連結財務諸表

及び中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金    8,596     9,219     7,953   

２．受取手形及び売掛金 ※４   10,310     11,884     10,857   

３．有価証券    232     －     －   

４．たな卸資産    3,615     4,253     3,637   

５．繰延税金資産    146     155     145   

６．その他    232     277     132   

貸倒引当金    △53     △23     △22   

流動資産合計    23,080 62.4   25,767 62.8   22,704 58.9 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１                   

(1）建物及び構築物 ※２ 3,694     3,745     3,778     

(2）機械装置及び運搬具  2,031     1,963     2,104     

(3）土地 ※２ 3,616     4,563     4,563     

(4）建設仮勘定   －     0     0     

(5) その他  457     408     370     

有形固定資産合計    9,800 26.6   10,680 26.0   10,816 28.0 

２．無形固定資産    332 0.9   287 0.7   391 1.0 

３．投資その他の資産                    

(1）投資有価証券   3,562     3,542     3,866     

(2）保険積立金   －     599     599     

(3）その他  373     299     327     

貸倒引当金  △186     △117     △144     

投資その他の資産合計    3,749 10.1   4,324 10.5   4,647 12.1 

固定資産合計    13,882 37.6   15,292 37.2   15,855 41.1 

資産合計    36,963 100.0   41,060 100.0   38,559 100.0 

           

 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛金 ※４   4,965     7,645     5,218   

２．１年以内に返済予定の長期借入金 ※２   19     46     46   

３．未払法人税等    640     714     609   

４．賞与引当金    208     211     211   

５．役員賞与引当金    －     9     －   

６．その他    639     736     620   

流動負債合計    6,473 17.5   9,363 22.8   6,706 17.4 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２   83     160     183   

２．繰延税金負債    588     463     793   

３．退職給付引当金    606     668     605   

４．役員退職慰労引当金    45     71     54   

５．その他    0     2     0   

固定負債合計    1,323 3.6   1,365 3.3   1,637 4.2 

負債合計    7,797 21.1   10,729 26.1   8,343 21.6 

 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（少数株主持分）           

少数株主持分    2 0.0   － －   3 0.0 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金    3,358 9.1   － －   3,358 8.7 

Ⅱ 資本剰余金    3,711 10.0   － －   3,711 9.6 

Ⅲ 利益剰余金    20,744 56.1   － －   21,448 55.6 

Ⅳ その他有価証券評価差額金    1,498 4.1   － －   1,724 4.5 

Ⅴ 為替換算調整勘定    △145 △0.4   － －   △26 △0.0 

Ⅵ 自己株式    △3 △0.0   － －   △3 △0.0 

資本合計    29,163 78.9   － －   30,212 78.4 

負債、少数株主持分及び資本合計    36,963 100.0   － －   38,559 100.0 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本                    

１．資本金     － －   3,358 8.2   － － 

２．資本剰余金     － －   3,711 9.0   － － 

３．利益剰余金     － －   22,023 53.7   － － 

４．自己株式     － －   △4 △0.0   － － 

株主資本合計    － －   29,088 70.9   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１．その他有価証券評価差額金     － －   1,283 3.1   － － 

２．為替換算調整勘定     － －   △40 △0.1   － － 

評価・換算差額等合計    － －   1,242 3.0   － － 

純資産合計    － －   30,330 73.9   － － 

負債純資産合計    － －   41,060 100.0   － － 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(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（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    12,007 100.0   13,470 100.0   25,017 100.0 

Ⅱ 売上原価    7,765 64.7   9,059 67.3   16,220 64.8 

売上総利益    4,242 35.3   4,411 32.7   8,797 35.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   2,854 23.7   2,908 21.5   5,725 22.9 

営業利益    1,388 11.6   1,502 11.2   3,071 12.3 

Ⅳ 営業外収益                    

１．受取利息  1     2     4     

２．受取配当金  27     36     48     

３．従業員社宅家賃  17     －     33     

４．為替差益  6     －     18     

５．保険解約金  －     26     －     

６．その他  22 75 0.6 22 87 0.6 46 151 0.5 

Ⅴ 営業外費用                    

１．支払利息  1     1     2     

２．貸倒引当金繰入額  0     －     －     

３．為替差損  －     4     －     

４．売上割引  3     4     7     

５．投資事業組合損失  －     －     20     

６．その他  0 5 0.1 0 11 0.1 4 35 0.1 

経常利益    1,457 12.1   1,579 11.7   3,187 12.7 

Ⅵ 特別利益                    

１．固定資産売却益 ※２ －     0     －     

２．貸倒引当金戻入益   17     －     50     

３．投資有価証券売却益   －     －     0     

４．会員権売却益   － 17 0.1 3 3 0.0 0 50 0.2 

Ⅶ 特別損失                    

１．固定資産売却損 ※３ －     －     0     

２．固定資産除却損 ※４ 22     9     39     

３．会員権売却損  －     －     3     

４．解約金 ※５ 0     －     0     

５．減損損失 ※６ 79 102 0.8 － 9 0.0 79 123 0.5 

税金等調整前中間（当期）純利益    1,372 11.4   1,573 11.7   3,114 12.4 

法人税、住民税及び事業税  634     726     1,298     

法人税等調整額  △30 604 5.0 △51 675 5.0 23 1,321 5.2 

少数株主利益（△損失）    1 0.0   0 0.0   2 0.0 

中間（当期）純利益    766 6.4   898 6.7   1,790 7.2 

           



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）   

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

(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（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   3,711  3,711 

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）残高    3,711  3,711 

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高   20,304  20,304 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  766 766 1,790 1,790 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  288   608  

２．役員賞与  38 326 38 646 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高    20,744  21,448 

      

 

株主資本 評価・換算差額等 

少数株主
持分 

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 

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
3,358 3,711 21,448 △3 28,514 1,724 △26 1,698 3 30,215 

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当（注） － － △288 － △288 － － － － △288 

役員賞与（注） － － △36 － △36 － － － － △36 

中間純利益 － － 898 － 898 － － － － 898 

自己株式の取得 － － － △0 △0 － － － － △0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
－ － － － － △441 △14 △456 △3 △459 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 574 △0 574 △441 △14 △456 △3 115 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
3,358 3,711 22,023 △4 29,088 1,283 △40 1,242 － 30,330 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結 

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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー        

税金等調整前中間（当期）純利益  1,372 1,573 3,114 

減価償却費  507 469 1,022 

減損損失  79 － 79 

退職給付引当金の増加(△減少)額  66 62 64 

賞与引当金の増加(△減少)額  1 0 4 

貸倒引当金の増加(△減少)額  △22 △26 △86 

受取利息及び受取配当金  △29 △38 △53 

支払利息  1 1 2 

為替差損(△益)  △12 4 △18 

売上債権の減少(△増加)額  184 △1,027 △359 

たな卸資産の減少(△増加)額  △41 △617 △56 

仕入債務の増加(△減少)額  256 2,427 508 

未払消費税等の増加(△減少)額  △116 30 △131 

役員賞与の支払額  △38 △36 △38 

その他  △53 △31 177 

小計  2,155 2,792 4,231 

利息及び配当金の受取額  26 37 48 

利息の支払額  △1 △1 △2 

法人税等の支払額  △894 △599 △1,586 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,286 2,228 2,690 

 



  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結 

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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー        

有価証券の売却による収入  － － 248 

投資有価証券の取得による支出  － △508 － 

投資有価証券の売却による収入  20 101 75 

有形固定資産の取得による支出  △235 △212 △1,671 

有形固定資産の売却による収入  － 0 － 

無形固定資産の取得による支出  △45 △31 △207 

保険積立金の契約による支出  － － △599 

貸付金による支出  － △4 △1 

貸付金の回収による収入  4 2 8 

その他  △1 7 9 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △257 △644 △2,139 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー        

長期借入金による収入  － － 230 

長期借入金の返済による支出  △9 △23 △113 

配当金の支払額  △289 △288 △609 

その他  △0 △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △299 △311 △493 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  20 △6 48 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少）額  750 1,266 107 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  7,846 7,953 7,846 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高 
※ 8,596 9,219 7,953 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

藤伸商事株式会社 

前澤給装（南昌）有限公司 

(1)連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

ＱＳＯインダストリアル株式

会社 

前澤給装（南昌）有限公司 

ＱＳＯインダストリアル株式会

社については、平成18年６月27日

に藤伸商事株式会社より社名変更

いたしました。 

(1)連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

藤伸商事株式会社 

前澤給装（南昌）有限公司 

 (2)非連結子会社の名称等 

ＱＳＯサービス株式会社 

非連結子会社は、総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余金等

が、いずれも中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除いておりま

す。 

(2)非連結子会社の名称等 

ＱＳＯサービス株式会社 

同 左 

(2)非連結子会社の名称等 

ＱＳＯサービス株式会社 

上記非連結子会社は、総資産、

売上高、当期純損益及び利益剰余

金等が、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除いておりま

す。 

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用会社はありません。 

持分法を適用していない非連結子

会社(ＱＳＯサービス株式会社)

は、中間純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、重要

性がないため持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

同 左 持分法適用会社はありません。 

持分法を適用していない非連結子

会社（ＱＳＯサービス株式会社）

は、当期純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、重要

性がないため持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

連結子会社のうち前澤給装（南

昌）有限公司の中間決算日は、６

月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、中間決算日現在の財務諸

表を使用しております。ただし、

中間連結決算日までの期間に発生

した重要な取引については、連結

上必要な調整を行なっておりま

す。 

 藤伸商事株式会社との中間決算

日と中間連結決算日は一致してお

ります。 

連結子会社のうち前澤給装（南

昌）有限公司の中間決算日は、６

月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、中間決算日現在の財務諸

表を使用しております。ただし、

中間連結決算日までの期間に発生

した重要な取引については、連結

上必要な調整を行なっておりま

す。 

 ＱＳＯインダストリアル株式会

社との中間決算日と中間連結決算

日は一致しております。 

連結子会社のうち前澤給装（南

昌）有限公司については、12月31

日が決算日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたって

は、当該会社の決算日の財務諸表

を使用しておりますが、連結決算

日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行な

っております。 

 藤伸商事株式会社の決算日と連

結決算日は一致しております。 

 



 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

 イ.有価証券 イ.有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法 

イ.有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格

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） 

 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 

 ロ.たな卸資産 ロ.たな卸資産 ロ.たな卸資産 

 商品：主として移動平均法

に基づく原価法 

商品・製品・半製品・原材料 

：主として月別総平均

法に基づく原価法 

商品：主として移動平均法に

基づく原価法 

 製品・半製品・原材料： 

主として月別総平均法

に基づく原価法 

製品・半製品・原材料： 

主として月別総平均法

に基づく原価法 

 仕掛品：主としてロット単位

の個別法に基づく原

価法 

仕掛品：同 左 仕掛品：同 左 

  (2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

 (2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

 イ.有形固定資産 

（当社および国内連結子会社） 

建物：定率法及び定額法 

イ.有形固定資産 

（当社および国内連結子会社） 

建物：定率法及び定額法 

イ.有形固定資産 

（当社および国内連結子会社） 

建物：定率法及び定額法 

 その他：定率法 

なお、耐用年数および残

存価額については、法人税

法に規定する方法と同一に

基準によっております。 

その他：定率法 

同 左 

その他：定率法 

同 左 

 （在外連結子会社） 

所在地国の会計基準の規定

に基づく定額法 

（在外連結子会社） 

同 左 

（在外連結子会社） 

同 左 

 ロ.無形固定資産 

（当社および国内連結子会社） 

定額法 

なお、耐用年数について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってお

ります。また、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

額法によっております。 

ロ.無形固定資産 

（当社および国内連結子会社） 

同 左 

ロ.無形固定資産 

（当社および国内連結子会社） 

同 左 

 （在外連結子会社） 

所在地国の会計基準の規定

に基づく定額法 

（在外連結子会社） 

同 左 

（在外連結子会社） 

同 左 

 



 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

 ハ.長期前払費用 

定額法 

なお、償却年数について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってお

ります。 

ハ.長期前払費用 

同 左 

ハ.長期前払費用 

同 左 

 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

 イ.貸倒引当金 

売上債権、その他の金銭

債権の貸倒の損失に備える

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。 

イ.貸倒引当金 

同 左 

イ.貸倒引当金 

同 左 

 ロ.賞与引当金 

従業員に対して将来支給

する賞与のうち当中間連結

会計期間の負担額を当中間

連結会計期間の費用に計上

するため設定したものであ

り、支給見込額により計上

しております。 

ロ.賞与引当金 

同 左 

ロ.賞与引当金 

従業員に対して将来支給

する賞与のうち当連結会計

年度の負担額を当連結会計

年度の費用に計上するため

設定したものであり、支給

見込額により計上しており

ます。 

 ハ.  ───── 

  

ハ.役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備え

て、当連結会計年度におけ

る支給見込額の当中間連結

会計期間負担額を計上して

おります。  

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間よ

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。 

これにより営業利益、経

常利益及び税金等調整前中

間純利益は、それぞれ９百

万円減少しております。 

ハ.  ───── 

  

 



 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

 ニ.退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

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、総合設立の厚生年

金基金については、当該年

金基金への要拠出額を退職

給付費用として計上してお

ります。 

 また、数理計算上の差異

は、それぞれ発生の翌連結

会計年度から各連結会計年

度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按

分した額を費用処理してお

ります。 

ニ.退職給付引当金 

同 左  

ニ.退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、計上しております。 

 なお、総合設立の厚生年

金基金については、当該年

金基金への拠出額を退職給

付費用として計上しており

ます。 

 また、数理計算上の差異

は、それぞれ発生の翌連結

会計年度から各連結会計年

度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按

分した額を費用処理してお

ります。 

 ホ.役員退職慰労引当金 

役員の退職金の支払いに

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。 

ホ.役員退職慰労引当金 

同 左 

ホ.役員退職慰労引当金 

役員の退職金の支払いに

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。 

 (4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要な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たもの以外

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）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(5）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(5）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

 消費税及び地方消費税（消費

税等）の処理方法 

消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

消費税及び地方消費税（消費

税等）の処理方法 

同 左 

消費税及び地方消費税（消費

税等）の処理方法 

同 左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

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 同 左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（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）  

当中間連結会計期間より、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。  

 当連結会計年度より、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。  

これにより税金等調整前中間純利益は、

79百万円減少しております。  

 これにより税金等調整前当期純利益は、

79百万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

後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産

の金額から直接控除しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準）  

───── 

  当中間連結会計期間より、「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。 

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は、30,330百万円であります。 

なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成して

おります。 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） ───── 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97号）

により、証券取引法第2条第2項において、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資を有価証券とみなすこととされたこと

に伴い、投資事業組合出資金は前中間連結会計期間まで投資その他

の資産「その他」（72百万円）に含めて表示しておりましたが、当

中間連結会計期間より「投資有価証券」（55百万円）に含めて表示

しております。 

  

（中間連結損益計算書）   

「貸倒引当金繰入額」は、前中間連結会計期間まで「雑損失」に

含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間において、営業

外費用に占める重要性が増したため区分掲記しました。なお、前中

間連結会計期間の「貸倒引当金繰入額」は、２百万円であります。 

  



追加情報 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

───── 社宅の従業員負担額は、前連結会計年度

まで営業外収益「従業員社宅家賃」に計上

しておりましたが、発生費用との対応をよ

り適切にするため、当中間連結会計期間よ

り製造原価または販売費及び一般管理費か

ら控除することとしました。この結果、従

来の方法に比べ、営業利益は、13百万円増

加しておりますが、経常利益及び税金等調

整前中間純利益に与える影響は軽微であり

ます。 

───── 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産減価償却累計額 

  11,399 百万円 

※１．有形固定資産減価償却累計額 

  11,844 百万円 

※１．有形固定資産減価償却累計額 

  11,669 百万円 

※２. 担保に供している資産は、次のとおり

であります。 

※２. 担保に供している資産は、次のとおり

であります。 

※２. 担保に供している資産は、次のとおり

であります。 

建物及び構築物 17 百万円 

土地 123 百万円 

計 141 百万円 

建物及び構築物 16 百万円 

土地 123 百万円 

計 140 百万円 

建物及び構築物 17 百万円 

土地 123 百万円 

計 140 百万円 

担保付債務は、次のとおりであります。 担保付債務は、次のとおりであります。 担保付債務は、次のとおりであります。

一年以内に返済予定の

長期借入金 
19 百万円 

長期借入金 83 百万円 

長期借入金 150 百万円 長期借入金 150 百万円 

３．受取手形裏書譲渡高 ３．受取手形裏書譲渡高 ３．受取手形裏書譲渡高 

  12 百万円    11 百万円   13 百万円 

※４．    ────── ※４．中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結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、当中間連結会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間連結会計期間末

残高に含まれております。 

 受取手形 327百万円 

 支払手形 175百万円 

※４．    ────── 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次

のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次

のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次

のとおりであります。 

運送費 292 百万円 

従業員給与手当 597 百万円 

退職給付費用 72 百万円 

賞与引当金繰入額 131 百万円 

役員退職慰労引当金

繰入額 
9 百万円 

運送費 337 百万円 

従業員給与手当 666 百万円 

退職給付費用 68 百万円 

賞与引当金繰入額 138 百万円 

役員賞与引当金繰入額 9 百万円 

役員退職慰労引当金

繰入額 
19 百万円 

運送費 611 百万円 

従業員給与手当 1,469 百万円 

賞与引当金繰入額 133 百万円 

役員退職慰労引当金

繰入額 
18 百万円 

※２．     ───── ※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。  

※２．     ───── 

 その他 0 百万円  

※３．     ───── ※３．     ───── ※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。 

  機械装置及び運搬具 0 百万円 

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

機械装置及び運搬具 22 百万円 

その他 0 百万円 

計 22 百万円 

その他 9 百万円 建物及び構築物 2 百万円 

機械装置及び運搬具 35 百万円 

その他 1 百万円 

計 39 百万円 

※５．     ───── ※５．     ───── ※５．解約金は、リース解約に伴うものであ

ります。 

※６．減損損失 ※６．     ───── ※６．減損損失 

当中間連結会計期間において、当社グ

ループは、以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。  

 当連結会計期間において、当社グル

ープは、以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。  

場所 用途 種類 減損損失額 

埼玉県 

北葛飾郡 
遊休資産 建物 11百万円 

埼玉県 

北葛飾郡 
遊休資産 土地  67百万円 

 場所 用途 種類 減損損失額

埼玉県 

北葛飾郡
遊休資産 建物 11百万円 

埼玉県 

北葛飾郡
遊休資産 土地  67百万円 

当社グループは、管理会計上の区分を

基準に、概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出す最小の単位として各営業拠点及

び各製造部を認識しており、その区分に基

づいてグルーピングを実施しております。 

当中間連結会計期間において、上記資

産は今後の使用見込みがなく、時価も著し

く下落しているため、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

（79百万円）として特別損失に計上してお

ります。 

なお、回収可能価額は、近隣の取引事

例より算定した業者評価額から処分費用見

積額を控除した正味売却価額により測定し

ております。 

 当社グループは、管理会計上の区分を

基準に、概ね独立したキャッシュ・フロ

ーを生み出す最小の単位として各営業拠

点及び各製造部を認識しており、その区

分に基づいてグルーピングを実施してお

ります。 

当連結会計期間において、上記資産は

今後の使用見込みがなく、時価も著しく

下落しているため、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

（79百万円）として特別損失に計上して

おります。 

なお、回収可能価額は、近隣の取引事

例より算定した業者評価額から処分費用

見積額を控除した正味売却価額により測

定しております。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（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75株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
前連結会計年度末 

株式数（株）  

当中間連結会計期間 

増加株式数（株）  

当中間連結会計期間 

減少株式数（株）  

当中間連結会計期間末

株式数（株）  

発行済株式数      

普通株式 16,005,600 － － 16,005,600 

合計  16,005,600 － － 16,005,600 

自己株式      

普通株式（注）  4,955 75 － 5,030 

合計  4,955 75 － 5,030 

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６月28日 

定時株主総会  
普通株式  288 18.00 平成18年３月31日   平成18年６月29日

決議  株式の種類  
 配当金の総額

（百万円） 
 配当の原資 

 1株当たり

配当額

（円） 

 基準日  効力発生日 

平成18年11月13日 

取締役会  
普通株式  240 利益剰余金 15.00 平成18年９月30日  平成18年12月８日

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 8,596 百万円 

現金及び現金同等物 8,596 百万円 

現金及び預金勘定 9,219 百万円 

現金及び現金同等物 9,219 百万円 

現金及び預金勘定 7,953 百万円 

現金及び現金同等物 7,953 百万円 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

１．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．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額 

 
取得価額

相当額 

(百万円) 

減価償却

累計額相

当額 

(百万円) 

中間期末

残高相当

額 

(百万円) 

機械装置及び 

運搬具 
258 162 96 

有形固定資産 

「その他」 
392 197 194 

無形固定資産 

(ソフトウェ

ア) 

8 5 2 

合計 659 366 293 

 
取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却

累計額相

当額 

(百万円)

中間期末

残高相当

額 

(百万円)

機械装置及び

運搬具 
87 70 16

有形固定資産

「その他」 
367 210 157

無形固定資産

(ソフトウェ

ア) 

8 7 0

合計 463 288 174

 
取得価額

相当額 

(百万円) 

減価償却

累計額相

当額 

(百万円) 

期末残高

相当額 

(百万円)

機械装置及び

運搬具 
116 89 26

有形固定資産

「その他」 
375 198 176

無形固定資産

(ソフトウェ

ア) 

8 6 1

合計 499 294 205

(注)取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高相当額が、有形固定資産及

び無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。 

(注)  同 左 (注)取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高相当額が、有形固定資産及び無

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等 

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等 

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等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 137 百万円 

１年超 156 百万円 

計 293 百万円 

１年内 86 百万円

１年超 87 百万円

計 174 百万円

１年内 97 百万円

１年超 107 百万円

計 205 百万円

(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

形固定資産及び無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。 

(注)  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

及び無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、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、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、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 

支払リース料 81 百万円 

減価償却費相当額 81 百万円 

支払リース料 53 百万円

減価償却費相当額 53 百万円

支払リース料 155 百万円

減価償却費相当額 155 百万円

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 

２．    ────── ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

 １年内 37 百万円

１年超 33 百万円

計 70 百万円

１年内 34 百万円

１年超 30 百万円

計 64 百万円

（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。  

（減損損失について） 

同 左 

（減損損失について） 

同 左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

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 

（注） 減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 699 3,135 2,436 

(2）投資信託 65 126 61 

合計 764 3,262 2,498 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

ＭＭＦ 232 

非上場株式 49 

貸付信託受益証券 165 

投資事業組合出資金 55 

 
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

国債 501 500 △0 

合計 501 500 △0 

 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 707 2,776 2,069 

(2）投資信託 66 143 77 

合計 773 2,920 2,146 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

子会社及び関連会社株式  

非上場株式 30 

その他有価証券  

非上場株式 49 

貸付信託受益証券 10 

投資事業組合出資金 32 



前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 減損処理にあたっては、連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価(百万円) 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 699 3,491 2,792 

(2）投資信託 66 151 85 

合計 765 3,643 2,877 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 49 

貸付信託受益証券 110 

投資事業組合出資金 33 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18

年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において、当社グループは、デリバティブ取引を

全く利用していないため、該当事項はありません。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平

成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において、当社グループは水道用給水装

置機材器具関係の製品専門メーカーとして、同一セグメントに属する給水バルブ及び継手類の製造、加工、販売を行っており、当

該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平

成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において、本邦の売上高は全セグメント

の売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前連結中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平

成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において、海外売上高がないため該当事

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。 

(2）【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（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 1,822円 64銭 

１株当たり中間純利益金額 47円 92銭 

１株当たり純資産額 1,895円 61銭 

１株当たり中間純利益金額 56円 16銭 

１株当たり純資産額 1,885円96銭 

１株当たり当期純利益金額 109円64銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式がないため記載

しておりません。 

同 左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式がないため記載

しておりません。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

中間（当期）純利益（百万円） 766 898 1,790 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 36 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (36) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 766 898 1,754 

期中平均株式数（千株） 16,000 16,000 16,000 



２【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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  8,123   8,821   7,501   

２ 受取手形 ※３  6,648   7,991   7,756   

３ 売掛金  3,626   3,892   3,052   

４ 有価証券  232   －   －   

５ たな卸資産  3,454   3,982   3,412   

６ 繰延税金資産  145   152   144   

７ その他  219   288   140   

貸倒引当金  △43   △14   △13   

流動資産合計   22,407 60.9  25,114 61.5  21,993 57.5 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1) 建物  3,455   3,502   3,530   

(2) 機械及び装置  1,352   1,272   1,393   

(3) 土地  3,472   4,419   4,419   

(4) その他  468   405   371   

有形固定資産合計   8,749 23.8  9,600 23.5  9,713 25.4 

２ 無形固定資産           

(1) ソフトウェア  168   242   120   

(2) ソフトウェア仮勘定  124   －   224   

(3) その他  2   1   1   

無形固定資産合計   295 0.8  244 0.6  347 0.9 

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  3,535   3,524   3,839   

(2) 関係会社出資金  1,500   1,500   1,500   

(3) 保険積立金  －   599   599   

(4) その他  590   367   393   

貸倒引当金  △256   △117   △143   

投資その他の資産合計   5,369 14.5  5,873 14.4  6,189 16.2 

固定資産合計   14,414 39.1  15,719 38.5  16,250 42.5 

資産合計   36,821 100.0  40,834 100.0  38,244 100.0 

           

 



  
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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形 ※３  979   1,045   903   

２ 買掛金  3,912   6,593   4,241   

３ 未払法人税等  630   703   607   

４ 賞与引当金  205   208   207   

５ 役員賞与引当金  －   9   －   

６ その他  613   689   598   

流動負債合計   6,341 17.2  9,249 22.6  6,558 17.2 

Ⅱ 固定負債           

１ 繰延税金負債  510   413   745   

２ 退職給付引当金  603   664   602   

３ 役員退職慰労引当金  36   59   44   

４ その他  －   2   －   

固定負債合計   1,150 3.1  1,140 2.8  1,392 3.6 

負債合計   7,492 20.3  10,389 25.4  7,951 20.8 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   3,358 9.1  － －  3,358 8.8 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  3,711   －   3,711   

資本剰余金合計   3,711 10.1  － －  3,711 9.7 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  839   －   839   

２ 任意積立金  17,000   －   17,000   

３ 中間（当期）未処分利益  2,937   －   3,674   

利益剰余金合計   20,776 56.5  － －  21,514 56.3 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   1,485 4.0  － －  1,712 4.5 

Ⅴ 自己株式   △3 △0.0  － －  △3 △0.0 

資本合計   29,328 79.7  － －  30,293 79.2 

負債資本合計   36,821 100.0  － －  38,244 100.0 

                  

 



  
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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本                 

１ 資本金    － －   3,358 8.2   － － 

２ 資本剰余金                    

(1) 資本準備金  －   3,711   －   

資本剰余金合計   － －  3,711 9.1  － － 

３ 利益剰余金                    

(1) 利益準備金  －   839   －   

(2) その他の利益剰余金              

別途積立金  －   18,000   －   

繰越利益剰余金  －   3,259   －   

利益剰余金合計   － －  22,099 54.1  － － 

４ 自己株式    － －   △4 △0.0   － － 

株主資本合計   － －  29,164 71.4  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評価差額金  －     1,279     －     

評価・換算差額等合計   － －  1,279 3.2  － － 

純資産合計   － －  30,444 74.6  － － 

負債純資産合計   － －  40,834 100.0  － － 

                  



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（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   11,872 100.0  13,399 100.0  24,727 100.0 

Ⅱ 売上原価   7,692 64.8  9,061 67.6  16,098 65.1 

売上総利益   4,179 35.2  4,338 32.4  8,629 34.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,785 23.5  2,833 21.2  5,570 22.5 

営業利益   1,393 11.7  1,504 11.2  3,059 12.4 

Ⅳ 営業外収益 ※１  78 0.7  84 0.6  151 0.6 

Ⅴ 営業外費用 ※２  4 0.0  4 0.0  30 0.1 

経常利益   1,468 12.4  1,584 11.8  3,180 12.9 

Ⅵ 特別利益 ※３  20 0.2  3 0.1  130 0.5 

Ⅶ 特別損失 ※４  102 0.9  12 0.1  121 0.5 

税引前中間（当期）純利益   1,386 11.7  1,575 11.8  3,189 12.9 

法人税、住民税及び事業税  625   715   1,287   

法人税等調整額  △29 595 5.0 △48 667 5.0 54 1,342 5.4 

中間（当期）純利益   790 6.7  908 6.8  1,847 7.5 

前期繰越利益   2,146   －   2,146  

中間配当額   －   －   320  

中間（当期）未処分利益   2,937   －   3,674  

           



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）   

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。  

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金
利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 利益 

準備金 

その他利益剰余金  
利益 
剰余金 
合計 資本 

準備金 

資本 
剰余金 
合計 

別途 
積立金 

繰越利益剰
余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
3,358 3,711 3,711 839 17,000 3,674 21,514 △3 28,580 

中間会計期間中の変動額          

別途積立金の積立て（注） － － － － 1,000 △1,000 － － － 

剰余金の配当（注） － － － － － △288 △288 － △288 

役員賞与（注） － － － － － △36 △36 － △36 

中間純利益 － － － － － 908 908 － 908 

自己株式の取得 － － － － － － － △0 △0 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
－ － － － － － － － － 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － － － 1,000 △415 584 △0 584 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
3,358 3,711 3,711 839 18,000 3,259 22,099 △4 29,164 

 

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 

（百万円） 
1,712 1,712 30,293 

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立て（注） － － － 

剰余金の配当（注） － － △288 

役員賞与（注） － － △36 

中間純利益 － － 908 

自己株式の取得 － － △0 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△433 △433 △433 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△433 △433 151 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
1,279 1,279 30,444 



中間財務諸表作成のための基本となる重要事項 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

１.資産の評価基準及び 

評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式・出資金 

移動平均法に基づく原価法 

(1）有価証券 

子会社株式・出資金 

同 左 

(1）有価証券 

子会社株式・出資金 

同 左 

  満期保有目的の債券 

償却原価法 

 

 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） 

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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく

時価法 

（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法にて算定） 

 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 

商品 

移動平均法に基づく原価法 

(2）たな卸資産 

商品、製品、半製品、原材料 

月別総平均法に基づく原価法 

(2）たな卸資産 

商品 

移動平均法に基づく原価法 

 製品、半製品、原材料 

月別総平均法に基づく原価法 

 製品、半製品、原材料 

月別総平均法に基づく原価法 

 仕掛品 

ロット単位の個別法に 

基づく原価法 

仕掛品 

同 左 

仕掛品 

同 左 

２.固定資産の減価償却の 

方法 

(1）有形固定資産 

建物…定率法及び定額法 

(1）有形固定資産 

建物…定率法及び定額法 

(1）有形固定資産 

建物…定率法及び定額法 

 その他…定率法 

なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に

規定する方法と同一の基準

によっております。 

その他…定率法 

同 左   

その他…定率法 

同 左  

 (2）無形固定資産 

定額法 

なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と

同一の基準によっておりま

す。 

また、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）

による定額法によっており

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 

なお、償却年数については、

法人税法に規定する方法と

同一の基準によっておりま

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 

売上債権、その他の金銭債権の

貸倒の損失に備えるため、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 

従業員に対して将来支給する賞

与のうち当中間会計期間負担額を

当中間会計期間の費用に計上する

ため設定したものであり、支給見

込額に基づいて計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同 左 

(2）賞与引当金 

従業員に対して将来支給する賞

与のうち当期負担額を当期の費用

に計上するため設定したものであ

り、支給見込額に基づいて計上し

ております。 

 (3）   ────── (3）役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。 

（会計方針の変更） 

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。 

これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ９百万円減少しております。 

(3）   ────── 

  

 (4）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。 

なお、総合設立の厚生年金基金

については、当該年金基金への要

拠出額を退職給付費用として計上

しております。 

また、数理計算上の差異は、そ

れぞれ発生の翌事業年度から各事

業年度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

定額法により按分した額を費用処

理しております。 

(4）退職給付引当金 

同 左 

(4）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

づき計上しております。 

なお、総合設立の厚生年金基金

については、当該年金基金への拠

出額を退職給付費用として計上し

ております。 

また、数理計算上の差異は、そ

れぞれ発生年度の翌事業年度から

各事業年度の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５年)に

よる定額法により按分額を費用処

理しております。 

 (5）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払いに備

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。 

(5）役員退職慰労引当金 

同 左 

(5）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払いに備

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。 

 



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  

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) 

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.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 

消費税及び地方消費税(消費税

等)の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

同 左 同 左 

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） 

（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） 

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、79百万

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。 

  当事業年度より、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。 

これにより税引前当期純利益は、79百万

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。 

────── （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。 

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は、30,444百万円であります。 

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。 

  



表示方法の変更  

追加情報 

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） 

（中間連結貸借対照表） ────── 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97号）

により、証券取引法第2条第2項において、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資を有価証券とみなすこととされたこと

に伴い、投資事業組合出資金は前中間会計期間まで、投資その他の

資産「その他」（72百万円）に含めて表示しておりましたが、当中

間会計期間より「投資有価証券」（55百万円）に含めて表示してお

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） 

────── 社宅の従業員負担額は、前事業年度まで

営業外収益「従業員社宅家賃」に計上して

おりましたが、発生費用との対応をより適

切にするため、当中間会計期間より製造原

価または販売費及び一般管理費から控除す

ることとしました。この結果、従来の方法

に比べ営業利益は13百万円増加しておりま

すが、経常利益及び税引前中間純利益に与

える影響は軽微であります。 

────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産減価償却累計額  

 11,251百万円 

※１．有形固定資産減価償却累計額  

 11,605百万円 

※１．有形固定資産減価償却累計額  

 11,473百万円 

 ２．偶発債務 

関係会社藤伸商事株式会社の金融機関

からの借入金54百万円に対して債務保証

を行っております。  

 ２．    ────── 

  

 ２．    ────── 

※３．    ────── ※３．中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処理は、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、次の中間期末日

満期手形が中間期末残高に含まれており

ます。 

 受取手形 327百万円 

 支払手形 174百万円 

※３．    ────── 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

※１.営業外収益の主要項目  

 受取利息 1百万円 

 受取配当金 26百万円 

※１.営業外収益の主要項目  

 受取利息 1百万円 

 保険解約金 26百万円 

 受取配当金 35百万円 

※１.営業外収益の主要項目 

 受取利息 2百万円 

 受取配当金 48百万円 

※２.営業外費用の主要項目  

 支払利息 0百万円 

 売上割引 3百万円 

※２.営業外費用の主要項目  

 売上割引 4百万円 

※２.営業外費用の主要項目  

 売上割引 7百万円 

※３.特別利益の主要項目  

 固定資産売却益 0百万円 

 貸倒引当金戻入益 20百万円 

※３.特別利益の主要項目  

 固定資産売却益 0百万円 

 会員権売却益 3百万円 

※３.特別利益の主要項目  

 固定資産売却益 0百万円 

 貸倒引当金戻入益 130百万円 

※４.特別損失の主要項目  

 固定資産除却損 22百万円 

減損損失 79百万円 

※４.特別損失の主要項目  

 固定資産売却損 3百万円 

 固定資産除却損 9百万円 

※４.特別損失の主要項目 

 固定資産売却損 0百万円 

 固定資産除却損 38百万円 

 解約金 0百万円 

 会員権売却損 2百万円 

減損損失 79百万円 

減損損失   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

しております。  

  当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上して

おります。  

場所 用途 種類 減損損失額 

埼玉県 

北葛飾郡 
 遊休資産 建物 11百万円

埼玉県 

北葛飾郡 
 遊休資産 土地 67百万円

 場所 用途 種類 減損損失額

埼玉県 

北葛飾郡
 遊休資産 建物 11百万円

埼玉県 

北葛飾郡
 遊休資産 土地 67百万円

当社は、概ね独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位として、管理会

計の区分を基準に各営業所及び各製造部を

認識しており、その区分に基づいてグルー

ピングを実施しております。 

当中間会計期間において、上記資産は

今後の使用見込みがなく、時価も著しく下

落しているため、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（79百

万円）として特別損失に計上しておりま

す。 

なお、回収可能価額は、近隣の取引事

例より算定した業者評価額から処分費用見

積額を控除した正味売却価額により測定し

ております。 

  

  

  

当社は、概ね独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位として、管理会

計の区分を基準に各営業所及び各製造部を

認識しており、その区分に基づいてグルー

ピングを実施しております。 

当事業年度において、上記資産は今後

の使用見込みがなく、時価も著しく下落し

ているため、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（79百万

円）として特別損失に計上しております。 

なお、回収可能価額は、近隣の取引事

例より算定した業者評価額から処分費用見

積額を控除した正味売却価額により測定し

ております。 

 ５.減価償却実施額  

 有形固定資産 390百万円 

 無形固定資産 79百万円 

 ５.減価償却実施額  

 有形固定資産 355百万円 

 無形固定資産 66百万円 

 ５.減価償却実施額  

 有形固定資産 812百万円 

 無形固定資産 130百万円 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）  

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75株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  

  
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）  

普通株式 （注） 4,955 75 － 5,030 

合計  4,955 75 － 5,030 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

１．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．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

有形固定資産
「その他」 

645 356 288 

ソフトウェア 8 5 2 

合計 653 362 290 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

有形固定資産
「その他」 

448 276 172

ソフトウェア 8 7 0

合計 457 284 173

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定資産
「その他」 

485 283 201

ソフトウェア 8 6 1

合計 493 290 203

（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及び無形

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及び無形固定

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等 

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等 

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等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 136 百万円 

１年超 154 百万円 

計 290 百万円 

１年内 85 百万円

１年超 87 百万円

計 173 百万円

１年内 96 百万円

１年超 106 百万円

計 203 百万円

（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

形固定資産及び無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

産及び無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、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、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、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 

支払リース料 80 百万円 

減価償却費相当額 80 百万円 

支払リース料 53 百万円

減価償却費相当額 53 百万円

支払リース料 154 百万円

減価償却費相当額 154 百万円

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 

２．    ────── ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

 １年内 37 百万円

１年超 33 百万円

計 70 百万円

１年内 34 百万円

１年超 30 百万円

計 64 百万円

（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。  

（減損損失について） 

同 左 

（減損損失について） 

同 左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）、当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）及び前事業年度末（平成18年３月31日

現在）において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（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 1,832円96銭 

１株当たり中間純利益金額 49円39銭 

１株当たり純資産額 1,902円70銭 

１株当たり中間純利益金額 56円79銭 

１株当たり純資産額 1,890円99銭

１株当たり当期純利益金額 113円23銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式がないため記載

しておりません。 

同 左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式がないため記載

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（当期）純利益（百万円） 790 908 1,847 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 36 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (36) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 790 908 1,811 

期中平均株式数（千株） 16,000 16,000 16,000 



(2）【その他】 

 平成18年11月13日開催の取締役会において、第51期の中間配当を行うことを決議いたしました。 

（注） 平成18年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。  

中間配当による配当金の総額 240 百万円

１株当たりの金額 15 円 00銭

支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成18年12月８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 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第50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29日関東財務局長に提出。 

２ 自己株券買付状況報告書 

 報告期間（自 平成18年11月14日 至 平成18年11月30日）平成18年12月７日関東財務局長に提出。 

３ 臨時報告書 

 平成18年12月１日関東財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定（主要株主の異動）に基づく臨時報告書でありま

す。 



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12月15日

前澤給装工業株式会社   

取締役会 御中 

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 椿   愼   美  印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 堀 之 北 重 久   印 

 

 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給

装工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結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連結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

連結財務諸表には全体として中間連結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連結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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、前澤給装工業株式会社及び連結子会社の平成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

中間連結会計期間（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。 

 追記情報 

 中間連結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のとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資

産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結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、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

  平成18年12月22日

前澤給装工業株式会社   

取締役会 御中 

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 堀 之 北 重 久   印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 山 田 眞 之 助   印 

 

 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給

装工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日

から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

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連結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

連結財務諸表には全体として中間連結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連結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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、前澤給装工業株式会社及び連結子会社の平成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

中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

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

以 上 

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

本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

  平成17年12月15日

前澤給装工業株式会社   

取締役会 御中 

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 椿   愼   美  印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 堀 之 北 重 久   印 

 

 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給

装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50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、中間貸借対照表及び中間損益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、前澤給装工業株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び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のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損

に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により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、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

  平成18年12月22日

前澤給装工業株式会社   

取締役会 御中 

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 堀 之 北 重 久   印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 山 田 眞 之 助   印 

 

 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給

装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51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、中間損益計算書及び中間株主資本等変動

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、前澤給装工業株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び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、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 
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