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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 
  

 
(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、中間連結会計期間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、第37期までは、持分法を適用した場合の投資損益は零であります。また、第38期中間期においては、関
連会社が存在しないため記載しておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、第36期中間期及び第37期中間期は１株当たり中間純
損失が計上されており、第36期及び第37期は希薄化効果を有していないため、また、第38期中間期は潜在株
式が存在しないため記載しておりません。 

４ 純資産の算定にあたり、第37期中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計
基準第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。  

５ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第36期中間期 第37期中間期 第38期中間期 第36期 第37期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) 2,813,502 2,866,637 2,783,386 7,006,620 7,038,212

経常損益 (千円) △36,451 △72,999 △263,257 326,866 184,693

中間（当期）純損益 (千円) △62,186 △76,432 △262,319 288,415 162,649

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) 751,063 1,024,143 1,000,812 1,100,733 1,263,183

総資産額 (千円) 6,055,967 6,448,280 6,200,803 6,302,908 6,270,398

１株当たり純資産額 (円) 97.69 133.26 130.23 143.22 164.36

１株当たり中間 
（当期）純損益

(円) △8.08 △9.94 △34.13 37.51 21.16

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 (％) 12.4 15.9 16.1 17.5 20.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △370,428 △249,870 △346,300 394,928 427,741

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 154,349 △20,455 △98,752 97,492 △111,943

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 220,968 66,237 458,741 △158,450 △485,936

現金及び現金同等物 
の中間期末（期末）残高

(千円) 149,472 274,465 322,103 478,554 308,416

従業員数 (人) 206 206 215 203 205



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社の事業内容について、重要な変更はありません。 

なお、当中間会計期間において関係会社であった株式会社日本リワークとの資本関係は解消いたしまし

た。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、耐震補強工事に関する業務提携先である株式会社日本リワークの株式を同社

に売却したため、資本関係は解消されました。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
  

(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） 215



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、米国のサブプライムローン問題、原油や原材料価格の高騰などの

懸念材料はあるものの、企業収益の改善などにより、民需中心に景気は回復基調を維持しておりま

す。しかしながら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、建築基準法の改正などを背景に、依然として厳しい市場環境にあります。 

 このような状況下で、当社は民間物件の受注拡大、新規事業であるシート防水事業の普及に努めて

まいりましたが、当上半期中については大型物件が少なく、また、市場環境の悪化から過当競争の激

化などにより売上高は前年実績を下回ることとなりました。 

 この結果、当中間期の売上高は2,783,386千円（前年同期比2.9％減）となりました。その内訳は製

品売上高が1,848,765千円（前年同期比17.0％増）、請負工事高が934,621千円（前年同期比27.3％

減）となりました。また、損益面においては、原材料価格の高騰によるコスト増に加え、競争激化に

よる受注単価の下落などから経常損失は263,257千円（前年中間期は経常損失72,999千円）、中間純

損失は262,319千円（前年中間期は中間純損失76,432千円）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

13,687千円増加し322,103千円となっております。なお、資金の増減内容については、主として以下

の要因によるものであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前中間純損失は249,435千円（前中間会計期

間は63,934千円）となっておりますが、売上債権が225,919千円減少（前中間会計期間は31,627千円

増加）、減価償却費を99,508千円（前中間会計期間は88,226千円）計上した反面、仕入債務が

250,361千円減少（前中間会計期間は46,821千円増加）、たな卸資産が191,614千円増加（前中間会計

期間は247,450千円増加）、貸倒引当金が9,457千円減少（前中間会計期間は58,192千円減少）したこ

となどにより、営業活動によるキャッシュ・フローは△346,300千円（前中間会計期間は△249,870千

円）となっております。  

 投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械設備などの取得のための支出が94,090千円

（前中間会計期間は20,195千円）あったことを主たる要因として、投資活動によるキャッシュ・フロ

ーは△98,752千円（前中間会計期間は△20,455千円）となっております。 

 財務活動によるキャッシュ・フローについては、金融機関からの借入金実行により短期借入金が

280,000千円増加（前中間会計期間は65,000千円減少）、長期借入金が178,741千円増加（前中間会計

期間は131,380千円増加）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

458,741千円（前中間会計期間は66,237千円）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 生産高(千円) 前年同期比(％)

製品

 金属横葺屋根製品 491,643 △20.6

 金属縦葺屋根製品 713,302 +4.3

 その他屋根製品 231,188 +33.5

 その他製品 466,294 +24.2

計 1,902,428 +2.7

請負工事
(363,592)
957,676

(△39.2)
△30.9

品目 仕入高(千円) 前年同期比(％)

金属横葺屋根製品 17,193 △34.6

金属縦葺屋根製品 27,885 +3.3

その他屋根製品 65,964 +137.8

その他製品 237,596 △19.9

計 348,640 △7.7



(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 472,038 +1.6 92,819 +26.0

 金属縦葺屋根製品 674,359 +24.2 127,250 +23.3

 その他屋根製品 230,211 +62.2 18,671 △23.7

 その他製品 622,649 +22.3 91,782 +11.2

小計 1,999,259 +20.5 330,523 +16.4

請負工事 1,422,265 △17.9 1,381,727 +1.8

合計 3,421,524 +0.9 1,712,251 +4.3

品目 販売高(千円) 前年同期比(％)

製品

 金属横葺屋根製品 419,158 △4.4

 金属縦葺屋根製品 613,196 +20.5

 その他屋根製品 236,665 +61.9

 その他製品 579,744 +19.1

小計 1,848,765 +17.0

請負工事 934,621 △27.3

合計 2,783,386 △2.9



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19年９月30日現在９名）と白州技術センター（平成19

年９月30日現在４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48,556千円であります。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）縦葺屋根の研究開発 

立平葺きに類似する小型のキャップ式嵌合瓦棒葺き屋根製品の研究開発を終了し、生産の準備

を進めております。生産工程のなかで防水材の封入まで一貫して製作するため、安定した製品精

度と高い水密性能を有しています。 

（2）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二重断熱折板屋根の研究開発が終了し、発売を開始し

ました。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、吊子の取り付け手間が省略されるため、施工性並びに耐久性の向

上につながります。 

（3）トップライトの研究開発 

横葺屋根に対応可能なトップライトの研究開発が終了し、生産の準備を進めております。屋根

葺材の納まりに熟知した屋根メーカーが開発することで、これまで屋根面から不自然に飛び出し

ていたトップライト部を屋根葺材とほぼ同一の高さに設置することが可能になり、屋根の意匠性

及び防水性の向上につながります。 

縦葺屋根のトップライトについても研究開発に着手しました。横葺屋根のトップライト同様意

匠性の良い製品にするべく開発を進めております。 

（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、発

売を開始しました。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 

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開発が終了し、発売を開始しました。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ります。 

なお、本製品は防火構造の大臣認定を取得しましたので、防火地域においても採用いただける

ようになりました。 

また、この製品を使った新しい軒樋の発売も開始しました。この軒樋はロール又は平板状態で

搬入でき、現場で容易に加工できるため、作業性及び輸送性の向上並びに防水性能の向上につな

がります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、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】 

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 29,160,000

計 29,160,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,716,063 7,716,063
ジャスダック
証券取引所

―

計 7,716,063 7,716,063 ― ―

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19年４月１日～ 
平成19年９月30日

― 7,716,063 ― 1,266,921 ― ―



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19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5,000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5個が含まれておりません。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

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1-1-21 389 5.04

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1-1-21 319 4.14

関東甲信越元旦会持株会 神奈川県藤沢市湘南台1-1-21 303 3.93

元旦取引先持株会 神奈川県藤沢市湘南台1-1-21 267 3.47

日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋2-7-9 251 3.25

東北北海道元旦会持株会 神奈川県藤沢市湘南台1-1-21 205 2.66

中国・四国・九州元旦会持株会 神奈川県藤沢市湘南台1-1-21 173 2.25

計 ― 5,251 68.06

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7,639,000 7,634 ―

単元未満株式 普通株式  46,063 ― 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 ― 7,634 ―



② 【自己株式等】 

平成19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 高・ 低株価】 

 
(注) 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において、役員の異動はありませ

ん。 

  

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19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 299 310 265 264 265 253

低(円) 261 236 217 225 204 211



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月

30日まで)の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)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18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 287,438 345,081 331,390

 ２ 受取手形 ※３ 521,074 228,348 484,589

 ３ 売掛金 608,924 856,161 549,897

 ４ 完成工事未収入金 417,252 330,932 601,390

 ５ たな卸資産 910,387 815,188 623,573

 ６ その他 215,386 128,108 171,009

   貸倒引当金 △7,659    △4,059    △7,997

   流動資産合計 2,952,804 45.8 2,699,763 43.5  2,753,853 43.9

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物 ※1,2 872,050 812,033 838,891

  ２ 機械装置 ※1,2 421,315 488,684 466,694

  ３ 土地 ※2,4 1,801,976 1,800,463 1,800,463

  ４ その他 ※1,2 146,811 144,283 155,961

   有形固定資産合計 3,242,153 (50.3) 3,245,465 (52.4) 3,262,011 (52.0)

 (2) 無形固定資産 26,304 (0.4) 30,767 (0.5) 24,181 (0.4)

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 95,814 91,373 93,631

  ２ その他 330,026 319,437 328,244

    貸倒引当金 △198,823  △186,004  △191,524

   投資その他の資産 
   合計

227,018 (3.5) 224,806 (3.6) 230,351 (3.7)

   固定資産合計 3,495,475 54.2 3,501,040 56.5 3,516,544 56.1

   資産合計 6,448,280 100.0 6,200,803 100.0 6,270,398 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※３ 1,017,556 1,087,577 1,254,894

 ２ 買掛金 271,954 256,954 184,364

 ３ 工事未払金 280,545 164,254 319,889

 ４ 短期借入金 ※２ 1,416,508 1,354,796 1,287,334

 ５ 未払法人税等 17,630 16,490 28,972

 ６ 製品保証引当金 37,417 40,339 40,822

 ７ その他 356,697 286,123 278,962

   流動負債合計 3,398,309 52.7 3,206,535 51.7 3,395,239 54.2

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 1,720,204 1,688,483 1,297,204

 ２ 退職給付引当金 282,795 286,392 292,188

 ３ その他 22,827 18,580 22,583

   固定負債合計 2,025,827 31.4 1,993,455 32.2 1,611,976 25.7

   負債合計 5,424,136 84.1 5,199,991 83.9 5,007,215 79.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,266,921 19.6 1,266,921 20.4 1,266,921 20.2

 ２ 利益剰余金

    その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △229,976  △253,214      9,105 

   利益剰余金合計 △229,976 △3.5  △253,214 △4.1       9,105     0.1

 ３ 自己株式 △12,911 △0.2   △12,911 △0.2    △12,911 △0.2

   株主資本合計 1,024,032 15.9 1,000,795  16.1 1,263,114   20.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

110 17 68

   評価・換算差額等 
   合計

110 0.0 17 0.0 68 0.0

   純資産合計 1,024,143 15.9 1,000,812 16.1 1,263,183 20.1

   負債純資産合計 6,448,280 100.0 6,200,803 100.0 6,270,398 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度の

要約損益計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 2,866,637 100.0 2,783,386 100.0 7,038,212 100.0

Ⅱ 売上原価 1,987,117 69.3 2,068,558 74.3 4,947,886 70.3

   売上総利益 879,520 30.7 714,828 25.7 2,090,326 29.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 905,375 31.6 940,154 33.8 1,817,634 25.8

   営業利益又は営業損失（△） △25,854 △0.9 △225,326 △8.1 272,691 3.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 9,042 0.3 12,178 0.4 22,229 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２ 56,187 1.9 50,109 1.8 110,226 1.6

   経常利益又は経常損失（△） △72,999 △2.5 △263,257 △9.5 184,693 2.6

Ⅵ 特別利益 ※３ 20,140 0.7 16,070 0.6 23,442 0.3

Ⅶ 特別損失 ※４ 11,075 0.4 2,248 0.1 20,763 0.2

   税引前当期純利益又は税引前 
   中間純損失（△）

△63,934 △2.2 △249,435 △9.0 187,372 2.7

   住民税 12,497 0.5 12,883 0.4 24,723 0.4

   当期純利益又は中間純損失 
   （△）

△76,432 △2.7 △262,319 △9.4 162,649 2.3



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

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



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

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19年３月31日残高(千円) 1,266,921 9,105 9,105 △12,911 1,263,114

中間会計期間中の変動額

 中間純損失(千円) △ 262,319 △ 262,319 △ 262,319

 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)

△ 262,319 △ 262,319 △ 262,319

平成19年９月30日残高(千円) 1,266,921 △253,214 △253,214 △12,911 1,000,795

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19年３月31日残高(千円) 68 68 1,263,183

中間会計期間中の変動額(千円)

 中間純損失(千円) △262,319

 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)

△51 △51 △51

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△51 △51 △262,370

平成19年９月30日残高(千円) 17 17 1,000,812



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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

事業年度中の変動額

 当期純利益(千円) 162,649 162,649 162,649

 自己株式の取得(千円) △142 △142

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額) 
(千円)
事業年度中の変動額合計 
(千円)

― 162,649 162,649 △142 162,506

平成19年３月31日残高(千円) 1,266,921 9,105 9,105 △12,911 1,263,114

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

事業年度中の変動額(千円)

 当期純利益(千円) 162,649

 自己株式の取得(千円) △142

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額)(千円)

△56 △56 △56

事業年度中の変動額合計 
(千円)

△56 △56 162,450

平成19年３月31日残高(千円) 68 68 1,263,183



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

 

 

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度の

要約キャッシュ・

フロー計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 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
△63,934 △249,435 187,372

   減価償却費 88,226 99,508 181,573

   貸倒引当金の減少額（△） △58,192 △9,457 △65,152

   退職給付引当金の増加額 

   (△減少額)
7,530 △5,796 16,924

   製品保証引当金の増加額 

   (△減少額)
264 △483 3,669

   受取利息及び受取配当金 △1,865 △2,910 △2,149

   支払利息 42,587 37,463 81,762

   固定資産除却損 3,323 ― 10,838

   売上債権の減少額 

   (△増加額)
△31,627 225,919 △122,754

   たな卸資産の減少額 

   （△増加額）
△247,450 △191,614 39,363

   仕入債務の増加額 

   (△減少額)
46,821 △250,361 235,912

   その他 26,109 62,227 △38,712

    小計 △188,206 △284,940 528,646

   利息及び配当金の受取額 1,877 2,879 2,080

   利息の支払額 △37,929 △39,199 △77,300

   法人税等の支払額 △25,612 △25,039 △25,684

  営業活動による 

  キャッシュ・フロー
△249,870 △346,300 427,741



 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度の

要約キャッシュ・

フロー計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 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 △20,195 △ 94,090 △ 118,144

   貸付金の回収による収入 5,494 3,442 20,723

   その他 △5,754 △ 8,104 △ 14,522

  投資活動による 

  キャッシュ・フロー
△20,455 △ 98,752 △ 111,943

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 800,000 700,000 1,300,000

   短期借入金の返済による支出 △865,000 △ 420,000 △ 1,425,800

   長期借入れによる収入 930,000 1,350,000 1,090,000

   長期借入金の返済による支出 △798,620 △ 1,171,259 △ 1,449,994

   自己株式取得による支出 △142 － △ 142

  財務活動による 

  キャッシュ・フロー
66,237 458,741 △ 485,936

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 

  （△減少額）
△204,089 13,687 △ 170,138

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

  期首残高
478,554 308,416 478,554

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高
※ 274,465 322,103 308,416



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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) たな卸資産

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

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

同左

(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)

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

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

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

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間から法

人税法の改正（（所得税

法等の一部を改正する法

律平成19年3月30日法律

第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する

政令 平成19年３月30日

政令第83号））に伴い、

平成19年４月１日以降に

取得したものについては

改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しておりま

す。 

 これにより税引前中間

純損失が2,576千円増加

しております。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(2) 無形固定資産

定額法

主な耐用年数

自社利用 
ソフトウェア

５年

(社内における利用

可能期間)

（追加情報） 

 当中間会計期間から法

人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取

得したものについては、

償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法に

よっております。 

 これにより税引前中間

純損失が8,067千円増加

しております。

(2) 無形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

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、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。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。



次へ 

  

 
  

会計方針の変更 
  

 
  

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

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。 

 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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等) 

 当中間会計期間より、「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。

―――――――― (貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等) 

 当事業年度より、「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1,263,183千円であ

ります。 

 なお、当事業年度における貸

借対照表の純資産の部について

は、財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

項目
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額

5,378,686千円 5,502,138千円 5,406,728千円

※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)

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)

 ( )内の金額は内数で、

工場抵当法によるものであ

ります。

 

 

 

(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)

建物
530,774千円
(396,503)

機械装置
483,009
(238,222)

土地
565,158
(404,711)

有形固定資産
「その他」

81,139
(46,889)

計
1,660,081千円
(1,086,327)

 ( )内の金額は内数で、

工場抵当法によるものであ

ります。

 

 

 

(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)

建物
552,641千円
(412,565)

機械装置
460,469
(220,302)

土地
565,158
(404,711)

有形固定資産 
「その他」

84,956
(49,490)

計
1,663,226千円
(1,087,070)

 ( )内の金額は内数で、

工場抵当法によるものであ

ります。

 
 

② その他

建物 264,131千円

土地 1,189,938

 計 1,454,069千円

 
 

② その他

建物 228,691千円

土地 1,140,800

計 1,369,491千円
 

② その他

建物 234,278千円

土地 1,140,800

計 1,375,078千円

(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

(2) 上記に対応する債務

短期借入金 605,748千円

長期借入金 1,325,270

計 1,931,018千円

(2) 上記に対応する債務

短期借入金 1,105,954千円

長期借入金 1,297,204

計 2,403,158千円

※３ 中間期末日（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
 

 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。

支払手形 

割引手形

88,143千円

53,270千円
 

 期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、当期末日が金融機

関の休日であったため、次

の期末日満期手形が期末残

高に含まれております。

受取手形 486千円

支払手形 

割引手形

140,210千円

114,890千円



次へ 

 
  

項目
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※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

653,513千円

受取手形割引高

886,989千円

受取手形割引高

1,244,029千円

受取手形裏書譲渡高

22,550千円

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 500,000千円

実行残高 500,000

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 200,000千円

実行残高 200,000

差引 ―千円



前へ   次へ 

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益のう

ち主要なもの
 
受取利息 359千円

 
受取利息 381千円

 
受取利息 642千円

※２ 営業外費用のう

ち主要なもの
 
支払利息 42,587千円

 
支払利息 37,463千円

 
支払利息 81,762千円

※３ 特別利益のうち

主要なもの  

貸倒引当金
戻入額

20,140千円

 

貸倒引当金
戻入額

7,178千円

 

貸倒引当金
戻入額

20,618千円

固定資産売
却益

2,823千円

※４ 特別損失のうち

主要なもの

固定資産除
却損

3,323千円

投資有価証
券評価損

7,751千円  

投資有価証
券評価損

2,248千円

 

固定資産除
却損

10,838千円

投資有価証
券評価損

9,925千円

５ 減価償却実施額 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 95,410千円

無形固定資産 1,481千円

有形固定資産 171,004千円

無形固定資産 7,863千円

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) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式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 

 
  

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。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項 

 
  

２ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  
３ 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

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

単元未満株式の買取りによる増加 500株

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14年新株予約権 普通株式 69 ― ― 69 ―

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) 31 ― ― 31



前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式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 

 
  

２ 新株予約権等に関する事項 

 
（注）会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

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

単元未満株式の買取りによる増加 500株

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） 当事業年度
末残高 
（千円）

前事業
年度末

増加 減少
当事業 
年度末

提出会社 平成14年新株予約権 普通株式 ― ― ― ― ―



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※ 現金及び現金同等

物と(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

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
中間期末残高

345,081千円

預け入れ期間
が３ヶ月を超
える定期預金

△22,978

現金及び現金
同等物中間期
末残高

322,103千円

現金及び預金 
期末残高

331,390千円

預け入れ期間 
が３ヶ月を超 
える定期預金

△22,974

現金及び現金 
同等物期末残 
高

308,416千円



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 リース物件の所有権

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取

引

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)

有形固
定資産
「その
他」

54,315 17,653 36,661

計 54,315 17,653 36,661

 

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)

有形固
定資産
「その
他」

53,623 30,015 23,608

計 53,623 30,015 23,608

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 未経過リース料中間期

末残高相当額

１年内 12,744千円

１年超 24,640

計 37,385千円

２ 未経過リース料期末残

高相当額

１年内 10,220千円

１年超 14,072

計 24,293千円

(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

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。

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 6,886千円

減価償却費相
当額

6,642

支払利息相当
額

312

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 14,009千円

減価償却費相 
当額

13,443

支払利息相当 
額

513

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 

  

 
(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。 

  

前中間会計期間末(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)

株式 379 566 186

合計 379 566 186

前中間会計期間末
(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



(当中間会計期間) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) その他有価証券で時価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。 

  

２ 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2,248千円を計上しております。 

  

当中間会計期間末(平成19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)

株式 518 547 29

合計 518 547 29

当中間会計期間末
(平成19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 90,826



(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。 

  

４ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
(注) 当事業年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損9,925千円を計上しております。 

  

前事業年度末(平成19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)

株式 439 556 116

合計 439 556 116

前事業年度末
(平成19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 93,074



(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

 
（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。 

  

当中間会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

金利スワップ取引については、「金融商品に係る会計基準」の特例処理を適用しているため、記

載を省略しております。 

  

前事業年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

 
（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。 

  

(ストック・オプション等関係) 

前中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

当中間会計期間において付与したストック・オプション等はありません。 

  

当中間会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

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。 

  

前事業年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

当事業年度において付与したストック・オプション等はありません。 

  

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 100,000 474 967



(持分法損益等) 

前中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

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19年４月１日 至平成19年９月30日) 

 関係会社が存在しないため、該当事項はありません。 

  

前事業年度(自平成18年４月１日 至平成19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。 

  

(企業結合等関係) 

前中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  



前へ 

(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。 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 133円26銭 130円23銭 164円36銭

１株当たり当期純利益 ― ― 21円16銭

１株当たり中間純損失 9円94銭 34円13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、潜在株式が存在しない

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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間純損失(△)又は当期純利益 
(千円)

△76,432 △262,319 162,649

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)

△76,432 △262,319 162,649

普通株式の期中平均株式数(千株) 7,685 7,685 7,685

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
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37期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月29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19年10月31日関東財務局長に提出。 

  

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 
  
 

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。



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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている元旦ビューティ工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第38期事業

年度の中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸

借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監

査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、元旦ビューティ工業株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

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

  

以 上 

  

 
  

平成19年12月14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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