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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、平成17年９月中間期は潜在株式が希薄化効果を有

しないので記載しておりません。また、平成18年３月期からは潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。 

３ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては、記載しておりません。 

４ 当社は関連会社がないので、持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失はありません。 

５ 平成19年３月期の１株当たり配当額20円（１株当たり中間配当額7.5円）には、東京証券取引所市場第二部

上場記念配当３円を含んでおります。 

６ 平成17年５月20日に、平成17年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し

所有株式数を１株につき１.１株の割合をもって分割いたしました。 

７ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「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。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第136期中 第137期中 第138期中 第136期 第137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) 3,830,749 4,091,739 4,505,798 8,060,087 8,656,041

経常利益 (千円) 615,607 707,346 708,497 1,258,015 1,470,560

中間(当期)純利益 (千円) 334,324 329,645 410,664 697,198 753,542

持分法を適用した場合の 
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 1,023,240 1,023,240 1,320,740 1,023,240 1,023,240

発行済株式総数 (千株) 11,435 11,435 12,135 11,435 11,435

純資産額 (千円) 5,724,535 6,238,169 7,707,223 6,122,593 6,850,084

総資産額 (千円) 8,222,471 9,007,063 10,560,159 8,882,111 10,297,665

１株当たり純資産額 (円) 518.78 566.38 639.66 553.47 603.57

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 30.29 29.93 35.71 60.87 68.24

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) 6 7.5 8.5 15 20

自己資本比率 (％) 69.6 69.3 73.0 68.9 66.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 330,434 538,804 377,687 729,125 950,348

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △ 442,750 △ 564,836 △ 1,023,586 △ 797,922 △ 660,064

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 529,984 △ 4,457 553,623 444,378 56,599

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 1,367,204 1,294,628 1,579,725 1,325,117 1,672,001

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
232

〔74〕
239

〔78〕
244

〔80〕
232

〔74〕
238

〔81〕



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員(他社から当社への出向者を含む)であり、臨時従業員数は〔 〕内に当中間会計期間の

平均人員を外数で記載しています。 

２ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託・契約従業員が含まれます。 

  

(2) 労働組合の状況 

労使関係については、特に記載すべき事項はありません。 

  

従業員数(名) 244〔80〕



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間期におけるわが国の経済は、原燃料の高騰に歯止めがかからない中、国内消費は今一つ盛り上

がりを欠いてはおりますが、輸出産業を中心に好調を維持してまいりました。 

 このような状況のもとで、当社は得意とする電子部品業界をはじめ、その他の分野にも積極的に営業

活動を実施してまいりました。 

 この結果、売上高につきましては4,505,798千円、前年同期比10.1％の増収となりました。 

 損益面につきましては、売上高こそ２桁の増収になりましたものの、売上原価率が前年同期比2.5％

上昇したことで、営業利益は704,417千円、経常利益も708,497千円とそれぞれ前年同期比1.0％、0.2％

の僅かな増益に止まりました。また、税引前中間純利益につきましては、特別利益、特別損失ともに目

立ったものはなく705,770千円と前年同期比25.1％の増益となりました。中間純利益につきましては、

410,664千円と前年同期比24.6％の増益となりました。  

  

部門別の業績は次のとおりであります。 

  

セラミックス部門 

セラミックス部門は、3,116,272千円、前年同期比1.3％の増収となりました。これは、電子部品の

中でも積層セラミックコンデンサー向けは好調を維持いたしましたことで、耐摩耗セラミックスは前

年同期比8.9％の増収となりましたものの、耐熱セラミックスが電池材料の減産等の影響を受け、同

13.2％の大幅な減収となりましたことで、機能性セラミックス、理化学用陶磁器その他もそれぞれ前

年同期比21.0％、5.8％の増収と売上を伸ばしましたが、全体的には微増に止まりました。この部門

の市場別売上高構成比率は、電子部品・半導体向けは57.5％、化学・窯業・鉄鋼向けは22.0％、環

境・エネルギー向けは3.1％となりました。 

  

エンジニアリング部門 

エンジニアリング部門は、一部前期からの繰り越しもあり、売上高は1,389,525千円、前年同期比

36.8％と大幅な増収となりました。部門別では、加熱装置は413,035千円と前年同期比11.9％の増

収、計測機器その他は重機向けの大型物件もあり976,489千円、前年同期比51.0％と大幅な増収とな

りました。市場別の売上高構成比では、電子部品・半導体向けが40.2％ございましたが、前述いたし

ました関係で、自動車・重機向けが28.5％と大幅に比率を上げ、次いで環境・エネルギー向け23.9％

となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

  

 
  

 当中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益や減価償却費等は増加したものの、

仕入債務の減少、たな卸資産の増加、法人税等支払額の増加により前年同期比161,117千円減の377,687千円

の余剰となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や投資有価証券の取得が大幅に増加し、前年同期比

458,750千円減の1,023,586千円のマイナスとなりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、第三者割当増資により595,000千円の収入があり、前年同期比

558,080千円増の553,623千円の余剰となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、前年同期比285,097千円増の1,579,725千円となりま

した。 

  

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績は、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は売価換算値で示してあります。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 仕入実績 

当中間会計期間における製品・商品仕入実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は仕入価格で示してあります。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

前中間会計期間
(千円)

当中間会計期間
(千円)

前事業年度 
(千円)

営業活動によるキャッシュ・フロー 538,804 377,687 950,348

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 564,836 △ 1,023,586 △ 660,064

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4,457 553,623 56,599

現金及び現金同等物中間期末(期末)残高 1,294,628 1,579,725 1,672,001

借入金中間期末(期末)残高 636,928 633,816 △ 533,472

部門 金額(千円) 前年同期比(％)

セラミックス部門 2,622,229 ＋3.0

部門 金額(千円) 前年同期比(％)

セラミックス部門(製品) 97,328 △13.0

エンジニアリング部門(商品) 1,279,531 ＋54.1

合計 1,376,860 ＋46.1



(3) 受注状況 

当中間会計期間における受注状況を部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(4) 販売実績 

当中間会計期間の販売実績を部門別に示すと、次とおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありませ

ん。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

近年、環境に関する認識が非常に高くなり、地球温暖化をはじめ水質低下やＣＯ2ガス排出量の増加等に

対する懸念が年々強くなってきております。そのため、水処理・浄化や排ガス分離・浄化などの環境改

善・向上に関する技術開発が様々な面から積極的に取り組まれており、これらの技術開発にはセラミック

スが金属や有機材料にない優れた機能を有することから、重要なキーマテリアルとして注目されておりま

す。 

 しかしながら、コスト等の面からは他材料に比べてデメリットが大きいことは否めず、セラミックスの

採用の足かせとなっているのが現状です。 

 当社では、様々な用途で使いやすいセラミックス製品の提供を目指してセラミックスのデメリットを打

破すべく、材料設計だけでなく製造プロセスの見直しを図りながら、従来の独自技術に加え、全く新たな

発想を取り入れたコストパフォーマンスの高い製品の研究開発を推進しております。 

 当中間会計期間における研究開発費は97,591千円であります。 

  

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

セラミックス部門 3,031,649 △2.8 1,386,572 ＋4.6

エンジニアリング部門 1,299,428 ＋9.7 659,409 ＋47.5

合計 4,331,077 ＋0.6 2,045,981 ＋15.4

部門別 金額(千円) 前年同期比(％)

セラミックス部門 3,116,272 ＋1.3

エンジニアリング部門 1,389,525 ＋36.8

合計 4,505,798 ＋10.1



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設等について、重要な変更はありま

せん。 

 また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

 なお、前事業年度末の計画のうち堺工場ＥＣグループの原料処理設備は平成19年５月に完成いたしまし

た。 

  



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）１．平成19年３月19日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。これに伴い、株式取引の集約化を図る

  ため平成19年４月24日付でジャスダック証券取引所における上場を廃止いたしました。  

２．平成19年８月６日開催の取締役会決議により、平成19年８月23日付で第三者割当増資を行い、発行済株式数

が700,000株増加し、12,135,695株になっております。 

  

(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】 

  

 
(注） 第三者割当による新株発行であります。発行価格 １株につき金850円 資本組入額 １株につき金425円 割

当先 株式会社共和電業300,000株 東ソー株式会社200,000株 株式会社チノー200,000株。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 37,280,000

計 37,280,000

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20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 12,135,695 12,135,695
東京証券取引所
（市場第二部）

―

計 12,135,695 12,135,695 ― ―

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８月23日 700,000 12,135,695 297,500 1,320,740 297,500 1,088,420



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、

信託業務に係るものであります。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「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84,100株(議決権841個)含

まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式48株が含まれております。 

  

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(％)

東ソー株式会社 東京都港区芝３丁目８番２号 599 4.93

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 499 4.11

株式会社チノー 東京都板橋区熊野町32番８号 477 3.93

株式会社共和電業 東京都調布市調布ヶ丘３丁目５番地１ 400 3.29

ニッカトー取引先持株会 大阪府堺市堺区遠里小野町３丁２番24号 386 3.18

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８番11号 357 2.94

朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町２丁目６番１号 353 2.90

ニッカトー従業員持株会 大阪府堺市堺区遠里小野町３丁２番24号 324 2.67

株式会社クボタ
大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目２番47
号

200 1.64

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町２丁目１１番３号 175 1.44

計 ― 3,771 31.08

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

86,800
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

12,027,500
120,275 ―

単元未満株式
普通株式

21,395
― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 12,135,695 ― ―

総株主の議決権 ― 120,275 ―



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) １ 株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

２ 当社は、平成19年３月19日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。これに伴い、平成19年４月24

日付でジャスダック証券取引所における上場を廃止いたしました。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

  

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)

株式会社ニッカトー
大阪府堺市堺区遠里小野町
３丁２番24号

86,800 ― 86,800 0.72

計 ― 86,800 ― 86,800 0.72

月別
平成19年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 794 805 830 903 870 788

低(円) 753 744 762 814 760 645



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、清稜監査法人による中

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、子会社がないため、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  

１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



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

   現金及び預金 1,434,442 1,719,421 1,811,761

   受取手形 ※３ 1,026,487 1,115,425 1,184,311

   売掛金 1,833,938 2,027,701 2,098,341

   有価証券 130,008 30,304 30,240

   たな卸資産 1,062,270 1,349,618 1,200,107

   繰延税金資産 131,601 125,283 130,803

   その他 16,450 14,705 158,261

   貸倒引当金 △570 △5,980 △650

    流動資産合計 5,634,630 62.6 6,376,479 60.4 6,613,177 64.2

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産

    建物 ※２ 736,343 1,372,152 1,428,269

    機械及び装置 850,645 1,072,925 947,389

    建設仮勘定 499,751 9,207 26,789

    その他 ※２ 261,008 370,822 244,233

    有形固定資産合計 ※１ 2,347,748 2,825,107 2,646,682

   無形固定資産 8,516 7,084 7,772

   投資その他の資産

    投資有価証券 ※２ 803,125 1,172,678 843,457

    繰延税金資産 88,092 67,666 69,877

    その他 159,468 145,845 151,402

    貸倒引当金 △34,518 △34,703 △34,703

    投資その他の資産 
    合計

1,016,168 1,351,487 1,030,033

    固定資産合計 3,372,433 37.4 4,183,680 39.6 3,684,488 35.8

   資産合計 9,007,063 100.0 10,560,159 100.0 10,297,665 100.0



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

   買掛金 ※２ 809,736 935,276 1,183,397

   短期借入金
※２
※５

403,112 577,292 399,312

   未払法人税等 288,266 289,863 362,997

   賞与引当金 249,000 250,000 250,000

   役員賞与引当金 14,190 16,500 33,000

   その他 ※４ 242,510 236,863 578,617

    流動負債合計 2,006,816 22.3 2,305,796 21.8 2,807,324 27.3

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 ※２ 233,816 56,524 134,160

   退職給付引当金 361,206 306,770 331,817

   役員等退職慰労引当 
   金

100,300 116,235 107,370

   預り保証金 66,755 67,609 66,909

    固定負債合計 762,078 8.4 547,139 5.2 640,256 6.2

   負債合計 2,768,894 30.7 2,852,935 27.0 3,447,580 33.5



 
  

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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 1,023,240 11.4 1,320,740 12.5 1,023,240 9.9

   資本剰余金

    資本準備金 790,920 1,088,420 790,920

        その他資本剰余金 ― 133,438 133,438

    (1)自己株式処分 
      差益

― 133,438 133,438

    資本剰余金合計 790,920 8.8 1,221,859 11.6 924,359 9.0

   利益剰余金

    利益準備金 205,810 205,810 205,810

    その他利益剰余金 4,215,267 4,825,358 4,556,559

    (1)退職手当基金 98,968 - 98,968

    (2)別途積立金 3,580,000 4,200,000 3,580,000

    (3)繰越利益剰余金 536,299 625,358 877,591

    利益剰余金合計 4,421,077 49.1 5,031,169 47.6 4,762,369 46.3

   自己株式 △142,979 △1.6 △29,649 △0.3 △29,363 △0.3

   株主資本合計 6,092,259 67.7 7,544,119 71.4 6,680,606 64.9

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

145,909 163,104 169,478

   評価・換算差額等 
   合計

145,909 1.6 163,104 1.6 169,478 1.6

  純資産合計 6,238,169 69.3 7,707,223 73.0 6,850,084 66.5

  負債純資産合計 9,007,063 100.0 10,560,159 100.0 10,297,665 100.0



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 4,091,739 100.0 4,505,798 100.0 8,656,041 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1 2,821,464 69.0 3,219,567 71.5 5,998,886 69.3

   売上総利益 1,270,274 31.0 1,286,230 28.5 2,657,155 30.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 572,622 13.9 581,812 12.9 1,167,338 13.5

   営業利益 697,651 17.1 704,417 15.6 1,489,816 17.2

Ⅳ 営業外収益

   受取利息及び配当金 10,073 13,787 16,634

   その他 6,985 17,059 0.4 6,436 20,223 0.4 12,546 29,180 0.3

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 3,498 4,424 7,694

   その他 3,865 7,364 0.2 11,718 16,143 0.3 40,742 48,437 0.5

   経常利益 707,346 17.3 708,497 15.7 1,470,560 17.0

Ⅵ 特別利益 － － 2,193 0.1 － －

Ⅶ 特別損失 ※2 143,159 3.5 4,920 0.1 178,340 2.1

   税引前中間(当期) 
   純利益

564,187 13.8 705,770 15.7 1,292,220 14.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

280,700 283,000 582,000

   法人税等調整額 △46,158 234,541 5.7 12,106 295,106 6.6 △43,322 538,677 6.2

   中間(当期)純利益 329,645 8.1 410,664 9.1 753,542 8.7



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) 
  

 

 

 
（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

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,023,240 790,920 790,920

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立(注) 
 (千円)

 剰余金の配当(注)(千円)

 役員賞与(注)(千円)

 中間純利益(千円)

 自己株式の取得(千円)

 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)

－ － －

平成18年９月30日残高(千円) 1,023,240 790,920 790,920

株主資本

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

退職手当基金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 205,810 98,968 2,980,000 931,593 4,216,371 △141,572 5,888,959

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立(注) 
 (千円)

600,000 △ 600,000 － －

 剰余金の配当(注)(千円) △ 99,139 △ 99,139 △ 99,139

 役員賞与(注)(千円) △ 25,800 △ 25,800 △ 25,800

 中間純利益(千円) 329,645 329,645 329,645

 自己株式の取得(千円) △1,406 △1,406

 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)

－ － 600,000 △395,293 204,706 △1,406 203,299

平成18年９月30日残高(千円) 205,810 98,968 3,580,000 536,299 4,421,077 △142,979 6,092,259

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成18年３月31日残高(千円) 233,633 6,122,593

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立(注) 
 (千円)

－

 剰余金の配当(注)(千円) △99,139

 役員賞与(注)(千円) △ 25,800

 中間純利益(千円) 329,645

 自己株式の取得(千円) △1,406

 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)

△87,724 △87,724

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△87,724 115,575

平成18年９月30日残高(千円) 145,909 6,238,169



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

資本剰余金

資本準備金
その他資本剰余金

資本剰余金合計
自己株式処分差益

平成19年３月31日残高(千円) 1,023,240 790,920 133,438 924,359

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 297,500 297,500 297,500

 別途積立金の積立(千円)

 剰余金の配当(千円)

 中間純利益(千円)

 自己株式の取得(千円)

 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)

297,500 297,500 － 297,500

平成19年９月30日残高(千円) 1,320,740 1,088,420 133,438 1,221,859

株主資本

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

退職手当基金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 205,810 98,968 3,580,000 877,591 4,762,369 △29,363 6,680,606

中間会計期間中の変動額

 新株の発行(千円) 595,000

 別途積立金の積立(千円) 521,032 △ 521,032 － －

 剰余金の配当(千円) △ 141,865 △ 141,865 △ 141,865

 退職手当基金取崩(千円) △ 98,968 98,968 － －

 中間純利益(千円) 410,664 410,664 410,664

 自己株式の取得(千円) △286 △286

 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)

－ △98,968 620,000 △252,232 268,799 △286 863,512

平成19年９月30日残高(千円) 205,810 － 4,200,000 625,358 5,031,169 △29,649 7,544,119

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成19年３月31日残高(千円) 169,478 6,850,084

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 595,000

 別途積立金の積立(千円) －

 剰余金の配当(千円) △141,865

 退職手当基金取崩 －

 中間純利益(千円) 410,664

 自己株式の取得(千円) △286

 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)

△6,373 △6,373

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△6,373 857,139

平成19年９月30日残高(千円) 163,104 7,707,223



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 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。 

２ このうち99,139千円は、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

資本準備金
その他資本剰余金

資本剰余金合計
自己株式処分差益

平成18年３月31日残高(千円) 1,023,240 790,920 － 790,920

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立(注1) 
 (千円)

 剰余金の配当(注2)(千円)

 役員賞与(注1)(千円)

 当期純利益(千円)

 自己株式の取得(千円)

 自己株式の処分(千円) 133,438 133,438

 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)

－ － 133,438 133,438

平成19年３月31日残高(千円) 1,023,240 790,920 133,438 924,359

株主資本

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

退職手当基金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 205,810 98,968 2,980,000 931,593 4,216,371 △ 141,572 5,888,959

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立(注1) 
 (千円)

600,000 △ 600,000 － －

 剰余金の配当(注2)(千円) △ 181,744 △ 181,744 △ 181,744

 役員賞与(注1)(千円) △ 25,800 △ 25,800 △ 25,800

 当期純利益(千円) 753,542 753,542 753,542

 自己株式の取得(千円) △ 1,649 △ 1,649

 自己株式の処分(千円) 113,858 247,297

 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)

－ － 600,000 △54,001 545,998 112,209 791,646

平成19年３月31日残高(千円) 205,810 98,968 3,580,000 877,591 4,762,369 △29,363 6,680,606

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成18年３月31日残高(千円) 233,633 6,122,593

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立(注1) 
 (千円)

－

 剰余金の配当(注2)(千円) △181,744

 役員賞与(注1)(千円) △ 25,800

 当期純利益(千円) 753,542

 自己株式の取得(千円) △1,649

 自己株式の処分(千円) 247,297

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)(千円) △64,155 △64,155

事業年度中の変動額合計 
(千円)

△64,155 727,491

平成19年３月31日残高(千円) 169,478 6,850,084



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
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(当期)純利益 564,187 705,770 1,292,220

 減価償却費 144,098 213,206 307,620

 貸倒引当金の増減額 31,486 5,330 31,750

 受取利息及び受取配当金 △ 10,073 △ 13,787 △ 16,634

 支払利息 3,498 4,424 7,694

 投資有価証券売却益 △ 67 △ 2,193 △ 67

 退職給付引当金増減額 △ 26,680 △ 25,046 △ 56,070

 役員等退職慰労引当金増減額 100,300 8,865 107,370

 固定資産廃棄損 17,682 4,920 32,989

 役員賞与支払額 △ 25,800 ― △ 25,800

 売上債権の増減額 127,333 139,526 △ 295,077

 たな卸資産の増減額 △ 39,005 △ 149,511 △ 178,405

 その他の資産の増減額 1,057 146,024 △ 135,960

 仕入債務の増減額 △ 88,566 △ 248,120 285,094

 未払消費税等の増減額 △ 41,083 29,268 △ 47,847

 生命保険満期益 △ 748 ― △ 1,202

 その他の負債の増減額 29,729 △ 95,110 113,046

 その他の損益 131,540 8,288 173,053

    小計 918,889 731,856 1,593,774

 利息及び配当金の受取額 10,335 13,643 17,057

 利息の支払額 △ 4,074 △ 3,391 △ 7,618

 法人税等の支払額 △ 263,241 △ 364,422 △ 479,679

 その他の損益 △ 123,104 ― △ 173,186

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

538,804 377,687 950,348

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 有価証券の取得による支出 △ 99,822 ― △ 99,809

 有価証券の売却による収入 ― ― 99,809

 有形固定資産の取得 
 による支出

△ 469,965 △ 688,734 △ 668,136

 有形固定資産の売却 
 による収入

72 52 104

 投資有価証券の取得 
 による支出

△ 673 △ 340,326 △ 1,258

 投資有価証券の売却 
 による収入

― 2,550 ―

 無形固定資産の取得 
 による支出

△ 694 ― △ 694

 貸付金の回収による収入 2,361 1,516 3,877

 その他の投資の増加 △ 723 △ 929 △ 1,982

 その他の投資の減少 4,608 2,284 8,026

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 564,836 △ 1,023,586 △ 660,064



 
  

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
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)

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 300,000 200,000 500,000

 短期借入金の返済による支出 △ 300,000 ― △ 500,000

 長期借入れによる収入 200,000 ― 200,000

 長期借入金の返済による支出 △ 103,892 △ 99,656 △ 207,348

 株式発行による収入 ― 595,000 ―

 自己株式の売却による収入 ― ― 247,297

 自己株式の取得による支出 △ 1,406 △ 286 △ 1,649

 配当金の支払額 △ 99,158 △ 141,434 △ 181,700

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 4,457 553,623 56,599

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  の増減額

△ 30,489 △ 92,275 346,883

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

1,325,117 1,672,001 1,325,117

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 1,294,628 1,579,725 1,672,001



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

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) 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)

   時価のないもの

    移動平均法による原価法

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

   その他有価証券

   時価のあるもの

同左 

  

  

  

 

   時価のないもの

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

   その他有価証券

   時価のあるもの

    期末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)

   時価のないもの

同左

 (2) たな卸資産

   商品・製品・原材料・

   仕掛品：

    総平均法による原価法

   貯蔵品：

    最終仕入原価法による原価

法

 (2) たな卸資産

同左

 (2) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

  定率法(ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(建物附

属設備を除く)については定額法)

によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

   建物及び構築物

10～50年

   機械装置及び車輌運搬具

４～12年

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

同左

 

 

   

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

同左

 

 

 (2) 無形固定資産

  自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用して

おります。

 (2) 無形固定資産

同左 

 

 

 

 (2) 無形固定資産

同左 

 

 

 



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

  債権の貸倒損失に備えるため、

貸倒懸念債権については財産内容

評価法により、また一般債権につ

いては貸倒実績率により、回収不

能見込額を計上しております。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。

 (2) 賞与引当金

同左

 (2) 賞与引当金

同左

 (3) 役員賞与引当金

  役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、当事業年度にお

ける支給見込額に基づき、当中間

会計期間に見合う額を計上してお

ります。

 

 (3) 役員賞与引当金

同左

 (3) 役員賞与引当金

  役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、当事業年度にお

ける支給見込額に基づき計上して

おります。

 (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

付債務の見込額(退職給付に係る

期末自己都合要支給額)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。

 (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(退職給付に係る期末自己

都合要支給額)及び年金資産に基

づき、当期末において発生してい

る額を計上しております。

 (5) 役員等退職慰労引当金

  役員・理事の退職慰労金の支出

に備えるため、役員退職慰労金支

給規程及び理事規程に基づく中間

期末要支給額を計上しておりま

す。

 (5) 役員等退職慰労引当金

同左

 (5) 役員等退職慰労引当金

  役員・理事の退職慰労金の支出

に備えるため、役員退職慰労金支

給規程及び理事規程に基づき、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。

４ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

  中間キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなります。

４ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左

４ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

  キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなります。

５ その他中間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

  消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

５ その他中間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

同左

５ その他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

同左



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の注記 

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） 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 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」

（企業会計基準委員会平成17年12月

９日 企業会計基準適用指針第８

号）並びに改正後の「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 最終改

正平成18年８月11日 企業会計基準

第１号）及び「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 最

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準適用指針第２号）を適用してお

ります。これによる損益に与える影

響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は6,238,169千円で

あります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、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） 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 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

業会計基準委員会平成17年12月９日

企業会計基準適用指針第８号）並び

に改正後の「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 最終改正平成18

年８月11日 企業会計基準第１号）

及び「自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 最終改正平

成18年８月11日 企業会計基準適用

指針第２号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は6,850,084千円で

あります。 

 財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

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)

 （役員賞与引当金）

 当中間会計期間より「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用しております。 

 この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前中間

純利益が、14,190千円減少しており

ます。 

 

 （役員等退職慰労引当金）

 役員等退職慰労金は、従来、支払

時の費用として処理しておりました

が、当中間会計期間より役員退職慰

労金支給規程及び理事規程に基づく

中間期末要支給額を計上する方法に

変更しました。この変更は、当中間

会計期間に役員退職慰労金支給規程

を制定したことによるものでありま

す。 

 この変更により、当中間会計期間

の発生額 6,310千円は販売費及び一

般 管 理 費 へ、過 年 度 分 相 当 額 

93,990千円は特別損失に計上してお

ります。この結果、従来と同一の方

法を採用した場合と比べ、営業利益

及び経常利益は 6,310千円、税引前

中間純利益は 100,300千円減少して

おります。

  

―――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ―――――――――― 

  

  

  

  

 

 （役員賞与引当金）

 当事業年度より「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）を適用しております。 

 この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益が、33,000千円減少しており

ます。

 

 （役員等退職慰労引当金）

 役員等退職慰労金は、従来、支払

時の費用として処理しておりました

が、当事業年度より役員退職慰労金

支給規程及び理事規程に基づく期末

要支給額を計上する方法に変更しま

した。この変更は、当事業年度に役

員退職慰労金支給規程を制定したこ

とによるものであります。 

 この変更により、当事業年度の発

生額13,380千円は販売費及び一般管

理費へ、過年度分相当額93,990千円

は特別損失に計上しております。こ

の結果、従来と同一の方法を採用し

た場合と比べ、営業利益及び経常利

益は13,380千円、税引前当期純利益

は107,370千円減少しております。



  

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)

  

―――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

 （固定資産の減価償却の方法）

 （有形固定資産）

  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、当中間会計期間か

ら、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。 

 これに伴い、前中間会計期間と

同一の方法によった場合と比べ、

営業利益、経常利益、税引前中間

純利益がそれぞれ8,725千円減少

しております。

 （追加情報） 

 当中間会計期間から、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。 

 これに伴い、前中間会計期間と

同一の方法によった場合と比べ、

営業利益、経常利益、税引前中間

純利益がそれぞれ13,524千円減少

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

    減価償却累計

額

5,444,597千円 5,684,096千円 5,516,213千円

※２ 担保提供資産

    投資有価証券 73,347千円 58,512千円 65,229千円

    建物 538,835千円 1,213,425千円 1,242,577千円

    その他(土地) 44,933千円 44,933千円 44,933千円

    計 657,115千円 1,316,871千円 1,352,739千円

   同上見合債務 

    短期借入金 150,000千円 300,000千円 150,000千円

    長期借入金

    (１年以内

    返済予定額含

む)

359,500千円 193,500千円 276,500千円

    買掛金 67,061千円 144,364千円 219,240千円

※３ 中間会計期間 

末日（期末日）

満期手形の処理

 中間会計期間末日満期手

形の処理については、満期

日に決済が行われたものと

して処理しております。 

 なお、当中間会計期間末

日が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

期間末残高から除かれてお

ります。

 中間会計期間末日満期手

形の処理については、満期

日に決済が行われたものと

して処理しております。 

 なお、当中間会計期間末

日が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

期間末残高から除かれてお

ります。

 期末日満期手形の会計処

理については、満期日に決

済が行われたものとして処

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

期手形を満期日に決済が行

われたものとして処理して

おります。

 
受取手形 104,588千円

 
受取手形 119,929千円

 
受取手形 17,962千円

※４ 消費税等の取扱

い
 仮払消費税等と仮受消費

税等を相殺した差額6,764

千円を含んでいます。

 仮払消費税等と仮受消費

税 等 を 相 殺 し た 差 額

29,268千円を含んでいま

す。

―――

※５ 貸出コミット 

 メント

 

 

 

 

 

 当社においては、運転資

金の効率的な調達を行うた

め取引銀行みずほ銀行と貸

出コミットメント契約を締

結しております。 

  当中間会計期間末におけ

る貸出コミットメントに係

る借入金未実行残高等は次

のとおりであります。

 貸出コミット 
 メントの総額 500,000千円

 借入実行残高 200,000千円

 差引額    300,000千円

   

 当社においては、運転資

金の効率的な調達を行うた

め取引銀行みずほ銀行と貸

出コミットメント契約を締

結しております。 

  当中間会計期間末におけ

る貸出コミットメントに係

る借入金未実行残高等は次

のとおりであります。

貸出コミット
 メントの総額 500,000千円

借入実行残高 400,000千円

差引額  100,000千円

 当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀

行みずほ銀行と貸出コミッ

トメント契約を締結してお

ります。 

 当事業年度末における貸

出コミットメントに係る借

入金未実行残高等は次のと

おりであります。

貸出コミット 
 メントの総額 500,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額    300,000千円

 



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

(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 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 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、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 1,464株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

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

 
  

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 減価償却実施額

    有形固定資産 143,360千円 212,518千円 306,138千円

    無形固定資産 738千円 687千円 1,481千円

※２ 特別損失の主な

内訳

過年度役員等
退職慰労引当
金繰入

93,990千円

貸倒引当金 
繰入

31,486千円

固定資産
廃棄損
建   物 10,968千円
機械及び装置 4,079千円
そ の 他 2,634千円

 

固定資産
廃棄損
建   物 194千円
機械及び装置 3,558千円
そ の 他 1,168千円

過年度役員等
退職慰労引当
金繰入

93,990千円

固定資産
廃棄損
建   物 14,557千円
機械及び装置 15,027千円
そ の 他 3,405千円

貸倒引当金 
繰入 31,720千円

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 11,435,695 ― ― 11,435,695

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 420,211 1,464 ― 421,675

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日 
定時株主総会

普通株式 99,139 9.00 平成18年３月31日 平成18年６月26日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月９日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 82,605 7.50 平成18年９月30日 平成18年12月11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） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 当中間会計期間中の増加700,000株は、平成19年8月6日開催の取締役会で決議した、第三者割当増資による新

株式発行であります。 

  

２ 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、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 372株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(注) １株当たり配当額12.5円には東京証券取引所市場第二部上場記念配当３円を含んでおります。 

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

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 11,435,695 700,000 ― 12,135,695

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 86,476 372 ― 86,848

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月22日 
定時株主総会

普通株式 141,865 12.5 平成19年３月31日 平成19年６月25日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月５日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 102,415 8.5 平成19年９月30日 平成19年12月10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 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 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、次のとおりであります。 

 当事業年度中の増加1,765株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 当事業年度中の減少335,500株は、平成19年2月22日開催の取締役会で決議した、自己株式の売出によるもの

であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
(注) １株当たり配当額12.5円には東京証券取引所市場第二部上場記念配当３円を含んでおります。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 11,435,695 ― ― 11,435,695

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 420,211 1,765 335,500 86,476

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日 
定時株主総会

普通株式 99,139 9.00 平成18年３月31日 平成18年６月26日

平成18年11月９日 
取締役会

普通株式 82,605 7.50 平成18年９月30日 平成18年12月11日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月22日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 141,865 12.5 平成19年３月31日 平成19年６月25日



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

  

 
  

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)

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 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成18年９月30日現在)

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成19年９月30日現在)

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

(平成19年３月31日現在)

 

現金及び 
預金勘定

1,434,442千円

有価証券 130,008千円

1,564,451千円

預入期間が 
３か月を超える 
定期預金

△170,000千円

取得日から３か
月超に償還期限
の到来する有価
証券

△99,822千円

現金及び 
現金同等物

1,294,628千円

 
 

現金及び 
預金勘定

1,719,421千円

有価証券 30,304千円

1,749,725千円

預入期間が
３か月を超える
定期預金

△170,000千円

取得日から３か
月超に償還期限
の到来する有価
証券

― 千円

現金及び 
現金同等物

1,579,725千円

 

 

現金及び
預金勘定

1,811,761千円

有価証券 30,240千円

1,842,001千円

預入期間が
３か月を超える 
定期預金

△170,000千円

現金及び
現金同等物

1,672,001千円

 

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

該当事項はありません。 同左 同左



(有価証券関係) 

(前中間会計期間末) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 減損処理にあたっては、中間期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

っています。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

(当中間会計期間末) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 減損処理にあたっては、中間期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

っています。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

区分
前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

その他有価証券 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 506,422 752,474 246,052

   ②債券 
     国債

99,809 99,822 13

計 606,231 852,296 246,065

内容
前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

その他有価証券 中間貸借対照表計上額(千円)

 ① ＭＭＦ 30,186

 ② 非上場株式 50,651

区分
当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

その他有価証券 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 846,977 1,122,027 275,050

計 846,977 1,122,027 275,050

内容
当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

その他有価証券 中間貸借対照表計上額(千円)

 ① ＭＭＦ 30,304

 ② 非上場株式 50,651



(前事業年度末) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 減損処理にあたっては事業年度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

っております。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

(デリバティブ取引関係) 

  

 
  

(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） 

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。 

  

(持分法損益等) 

  

 
  

区分
前事業年度末

(平成19年３月31日)

その他有価証券 取得原価(千円) 貸借対照表計上額(千円) 差額(千円)

   ①株式 507,007 792,806 285,798

計 507,007 792,806 285,798

内容
前事業年度末

(平成19年３月31日)

その他有価証券 貸借対照表計上額(千円)

 ① ＭＭＦ 30,240

 ② 非上場株式 50,651

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)

当社は、デリバティブ取引を全く利

用しておりませんので、該当事項は

ありません。

同左 同左

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)

当社は関連会社がないので該当事項

はありません。
同左 同左



(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。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注)  算定上の基礎 

 (1) １株当たり純資産額 

 
  

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 566円38銭

 
１株当たり純資産額 639円66銭 １株当たり純資産額 603円57銭

 
１株当たり中間純利益 29円93銭

 
１株当たり中間純利益 35円71銭 １株当たり当期純利益 68円24銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

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)

純資産の部の合計額(千円) 6,238,169 7,707,223 6,850,084

普通株式に係る純資産額
(千円)

6,238,169 7,707,223 6,850,084

普通株式の発行済株式数
(千株)

11,435 12,135 11,435

普通株式の自己株式数 
(千株)

421 86 86

１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数
(千株)

11,014 12,048 11,349



 (2) １株当たり中間(当期)純利益 

 
  

(重要な後発事象) 

  

 
  

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)

中間(当期)純利益(千円) 329,645 410,664 753,542

普通株式に係る中間（当
期）純利益(千円)

329,645 410,664 753,542

普通株式の期中平均 
株式数(千株)

11,014 11,499 11,041

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)

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

該当事項はありません。



(2) 【その他】 

中間配当について、つぎのとおり取締役会の決議がありました。 

 
  

決議年月日 平成19年11月５日

中間配当の総額 102,415千円

１株当たりの中間配当額 8.50円



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。 

  

 
  

  

有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第137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25日 
近畿財務局長に提出。

有価証券報告書 
の訂正報告書

事業年度 
(第137期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年７月27日 
近畿財務局長に提出。

有価証券届出書 
（第三者割当増資） 
及びその添付書類

平成19年８月６日 
近畿財務局長に提出。



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 
 

  

  

株式会社 ニッカトー 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ニッカトーの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第137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、株式会社ニッカトーの平成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。 

追記情報 

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より役員等退職慰労引当金を計上してい

る。これは当中間会計期間に役員退職慰労金支給規程を制定したことによるものであり、正当な変更である

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20日

清 稜 監 査 法 人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  高 橋   弘   ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  小 田 利 昭   ㊞

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

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

  

株式会社 ニッカトー 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

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」

に掲げられている株式会社ニッカトーの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第138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、株式会社ニッカトーの平成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20日

清 稜 監 査 法 人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  小 田 利 昭   ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  田 中 伸 郎   ㊞

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

社)が別途保管しております。
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