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１．平成20年３月中間期の業績（平成19年10月１日～平成20年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月中間期 9,041 △0.2 350 17.8 350 14.2 22 △86.9

19年３月中間期 9,056 △0.6 297 △22.2 306 △20.5 173 △22.8

19年９月期 17,391  606  618  346  

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（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月中間期 4 48 ― ―

19年３月中間期 34 08 ― ―

19年９月期 68 24 ― ―

（参考）持分法投資損益 20年３月中間期 ―百万円 19年３月中間期 ―百万円 19年９月期 ―百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月中間期 12,916 9,036 70.0 1,778 34

19年３月中間期 12,977 8,980 69.2 1,766 74

19年９月期 11,357 9,120 80.3 1,794 66

（参考）自己資本 20年３月中間期 9,036百万円 19年３月中間期 8,980百万円 19年９月期 9,120百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月中間期 △1,706 △70 1,213 458

19年３月中間期 △2,315 △75 1,412 161

19年９月期 26 △49 △89 1,026

２．配当の状況

 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年９月期 0 00 17 00 17 00

20年９月期 0 00 －

20年９月期（予想） － 20 00 20 00

３．平成20年９月期の業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 17,740 2.0 620 2.2 630 1.9 180 △48.1 35 42

－ 1 －



４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、16ページ「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」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月中間期 5,098,096株 19年３月中間期 5,098,096株 19年９月期 5,098,096株

②　期末自己株式数 20年３月中間期 16,664株 19年３月中間期 14,764株 19年９月期 16,164株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したもので

あり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

　なお、業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページの「１．

経営成績(1)経営成績の分析」をご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間会計期間におけるわが国の経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や、原油をは

じめとする原材料価格の高騰という急速な環境の変化により、景気回復の兆しは遠のき、景況感が悪化傾向に転じま

した。個人消費も依然として先行き不透明のまま推移いたしました。

　当業界におきましても、店頭での低価格競争に加え、資材価格の上昇によるコスト負担増加という更に厳しい経営

環境が続いております。

　原料海苔の生産状況につきましては、最大の生産地である九州地区では豊作となりましたが、瀬戸内地区は大幅な

減産となりました。そのため、国内全体の海苔生産量は前年度より下回ったものの、原料海苔価格は概ね前年並みの

水準となりました。

　このような状況のもと、当社では販売競争が激化する中で販売促進活動に注力するとともに、採算重視の販売施策

を推し進めてまいりました。

　新製品につきましては、平成19年８月に新しい野菜ふりかけシリーズとして発売しました食物繊維の豊富なしそ風

味の「紫の野菜ふりかけ」は、順調に市場から評価を得ております。また、平成20年２月には、ふりかけ素材として

人気の高いたまごふりかけにチーズを配合した栄養機能食品の「チズたまふりかけ」を発売し好評を博しております。

　経費につきましては、販売促進費をはじめとしてあらゆる観点から経費削減を図り、効率的な経費使用により経営

合理化に努力してまいりました。

　その結果、当中間期の売上高は9,041百万円（前年同期比0.2％減）と微減となりましたが、経常利益につきまして

は、販売促進費をはじめとする販売費及び一般管理費が減少したことにより350百万円（前年同期比14.2％増）となり

ました。なお、従来支出時に費用処理しておりました役員退職慰労金について、当期から役員退職慰労金内規に基づ

く要支給見込額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更し、その過年度相当額を特別損失として計上したこ

とにより、中間純利益は22百万円（前年同期比86.9％減）となりました。

　以下、品目別売上高の状況は次のとおりであります。

　家庭用海苔につきましては、販売競争が一層激化する中で、採算重視の観点から販売施策の効率化を推し進めたも

のの、売上高は3,149百万円（前年同期比4.6％減）となりました。進物品につきましては、パーソナルギフト冠婚葬

祭等、幅広い販売ルートの拡充に努めましたが、1,703百万円（前年同期比10.2％減）となりました。ふりかけ等は、

新製品の寄与はあったものの既存品が計画を下回り1,576百万円（前年同期比1.9％減）となりました。業務用海苔に

つきましては、コンビニエンスストア市場の中で、おにぎり、お弁当類が堅調に推移し、そして新規取引先の開拓も

加わり2,582百万円（前年同期比16.5％増）と大幅な増加となりました。

　今後の見通しにつきましては、原材料高による企業収益の悪化、鉱工業生産の低迷が続き、個人消費も依然として

先行き不透明のままであり、経営環境は依然厳しい状況が続くものと予想されます。このような状況の中、当社とい

たしましては、引き続きコスト削減運動を展開しつつ、利益重視の方針を維持し、日々日々のきっちりとした管理を

励行し、売上目標・利益目標の達成と経営効率の向上に取り組んでまいります。通期の業績見通しにつきましては、

売上高17,740百万円（前期比2.0％増）、営業利益620百万円（前期比2.2％増）、経常利益630百万円（前期比1.9％増）、

当期純利益180百万円（前期比48.1％減）を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

　①資産、負債及び純資産の状況

　（資産）

　流動資産は、前事業年度末に比べて1,501百万円増加し、9,863百万円となりました。これは主として主要原材料

である原料海苔の買付けによりたな卸資産が2,268百万円増加したことと、現金及び預金が567百万円減少したこと

によるものであります。

　固定資産は、前事業年度末に比べて57百万円増加し、3,053百万円となりました。これは主として有形固定資産が

36百万円減少し、投資有価証券が35百万円減少する一方で、繰延税金資産が136百万円増加したことによるものであ

ります。

　この結果、総資産は前事業年度末に比べて1,559百万円増加し12,916百万円となりました。

（負債）

　流動負債は、前事業年度末に比べて1,340百万円増加し3,278百万円となりました。これは主として短期借入金が

1,300百万円増加したことによるものであります。

　固定負債は、前事業年度末に比べて302百万円増加し601百万円となりました。これは主として役員退職慰労引当

金を289百万円計上したことによるものであります。

　この結果、負債合計は前事業年度末に比べて1,643百万円増加し3,880百万円となりました。

（純資産）
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　純資産合計は、前事業年度末に比べて83百万円減少し、9,036百万円となりました。これは主として利益剰余金が

63百万円減少したことによるものであります。

　②キャッシュ・フローの状況

　当中間期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べて567百万円減少し458百万円

となりました。

当中間期末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は1,706百万円（前年同期比26.3％減）となりました。主な内訳はたな卸資産の増加

額2,268百万円、売上債権の減少額310百万円および役員退職慰労引当金の増加額289百万円であります。

　なお、当社の主原料である海苔は、おおよそ11月から翌年３月にかけて収穫され、この期間に翌１年分の原料海

苔を仕入れるため、中間期末ではたな卸資産が増加いたします。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は70百万円（前年同期比6.8％減）となりました。これは主に有形固定資産の取得に

よる支出68百万円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）

　財務活動の結果得られた資金は、1,213百万円（前年同期比14.1％減）となりました。これは主に短期借入による

収入1,300百万円および配当金の支払額86百万円によるものであります。

 

　なお、（営業活動によるキャッシュ・フロー）に記載のとおり、上半期に原料海苔を仕入れるため、その購入資

金として短期借入金が一時的に増加いたしますが、下半期ではほとんど仕入れることはなく、借入金残高は減少し

ていきます。 

 

 (参考）　キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期
平成20年３月

中間期

自己資本比率（％） 79.9 78.6 76.2 80.3 70.0

時価ベースの自己資本比率

（％）
49.1 53.7 53.0 39.8 27.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
17.9 149.3 108.7 5.3 ―

(注)１．各指標はいずれも以下の算式により算出しております。

　自己資本比率 自己資本÷総資産

　時価ベースの株主資本比率 株式時価総額÷総資産

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率 有利子負債÷営業キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ 営業キャッシュ・フロー÷利払い

２．株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

３．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

４．営業キャッシュ・フローおよび利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によキャッ

シュ・フロー」および「利息の支払額」を使用しております。

５．各期末は、有利子負債期末残高が無いため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率は記載しておりません。また、

平成20年９月中間期は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであったため、キャッシュ・フロー対有

利子負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、業績に対応した利益配分を行うことを基本としつつ、安定配当が継続して出来るよう企業体質の強化と、

将来の事業展開に備えて内部留保に努めることを基本方針としております。内部留保につきましては、経営体質の一

層の充実、競争力の強化並びに市場ニーズに応える新製品の開発などの資本需要に備えてまいります。

　なお、当期の期末配当につきましては１株当たり３円増額し、年間20円を予定しております。

(4）事業等のリスク

①主要原材料の仕入について
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　当社の主要原材料である原料海苔は、海産物であるため生産地の天候や海況により収穫量が左右され、仕入価格が

変動することがあり、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　なお、原料海苔はおおよそ11月から３月にかけて収穫され、その時期に約１年分の使用量を仕入れる必要があり、

その仕入資金として一時的に金融機関からの借入金が発生しますが、期中において全額返済しております。

　また、現在海苔は輸入制限品目に指定され、海外からの輸入（現在、海外の主な生産国は韓国、中国であります。）

は制限されておりますが、将来的に輸入枠が拡大あるいは撤廃されることも考えられます。その場合、国内産との競

合により、仕入価格・販売価格に影響を与える可能性があります。

②製品の安全性について

　当社では、安全・安心な製品を安定的に提供することを第一と考え、ＩＳＯ9001の認証を取得するなど品質管理の

強化に努めており、原材料・製品の検査体制の強化にも取り組んでおります。しかし、予見不可能な原因により製品

の安全性に疑義が生じ、製品回収や製造物責任賠償が生じた場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

２．企業集団の状況
 当社は子会社及び関連会社を一切有しておりませんので、企業集団の状況（企業集団の業績等、連結財務諸表、セグメ

ント情報、連結子会社の状況及びその他）については記載すべき事項はありません。

 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、昭和30年の設立以来、常に「消費者的視点に立った経営」を経営理念とし、「社会的存在価値ある企業」

として、お客様に愛される製品を提供し続ける企業を目標として邁進してまいりました。 

  天然素材を活かした「自然の食品を新鮮に」お届けし、一方では食生活の変化に対応した製品へ創意と工夫を持っ

て取り組み、絶えず新製品を開発しお客様に提供してまいりました。常に健康でありたいという消費者の願いに「食」

を通じてお役に立ちたいと考え、当社の製品コンセプトは、健康志向を基本としてまいりました。

  これにより、社会・株主・従業員の信頼と期待に応え共栄をはかることを経営の一貫した基本方針といたしており

ます。

(2）目標とする経営指標

  当社の目標とする経営指標としては、収益性の向上に重点をおき、売上高経常利益率の向上（目処値５％台）を掲

げております。更に、株主重視の観点から「１株当たり当期純利益」についても重要な指標ととらえております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、現在の熾烈な販売競争の中で勝ち抜くため、消費者の支持と信頼を確保していくことを目指し次の項目に

重点を置いた経営戦略を進めてまいります。

 ① 新製品の開発強化

  市場環境は大きく変化しており、少子高齢化の社会になる一方、消費者のニーズはますます多様化してきておりま

す。これに素早く対応していくため、新製品を春秋年間二回市場に提供していくことを目標としております。当社の

ふりかけ・お茶漬けなどは、この戦略により大きく上伸してまいりました。今後についても海苔以外の新製品の開発

に力を注いでまいります。

 ② 販売戦略

  新販路、新マーケットの更なる開拓強化を推し進めてまいります。すなわち、西日本マーケットではシェアの更な

る拡大を目指し、国内最大消費地である東日本マーケットでは積極的な新販路拡大を実行してまいります。また、海

苔の消費枚数の約60％を占めるコンビニエンスストアのおにぎり用などの業務用海苔分野におきましても新規先の獲

得に注力してまいります。さらに、進物品についても、既存の量販店に加えギフト専門店のシェア拡大と、冠婚葬祭、

パーソナルギフトルートの開拓など新販路の拡大を更に進めてまいります。

 ③その他

 イ．コスト削減運動

毎期着実に、経費削減運動を推進中であります。業務の全てに亘り常に改善を図りローコストオペレーションを

実行していくことを目標としております。

 ロ．製造面では、平成12年に全工場・全製造品目で「ＩＳＯ9002」の認証を取得し、平成15年に「ＩＳＯ9001：2000

年版」の認証を取得いたしました。これにより当社製品の一層の安全性、品質の安定性が高まり、安心してご賞

味いただけることとなりました。また、生産性の向上をはかるため、外注から内製化への検討、包装資材のコス

ト削減等に努めるとともに、健康志向に沿った高付加価値製品の開発に積極的に取り組んでまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　新製品の開発強化、販売戦略、コスト削減運動などにつきまして、上記(3)に記載した事項を意欲的に取り組み、強

固な企業体質の確立と業績の向上に邁進してまいる所存であります。
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(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成20年３月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金   386,359   683,865    1,251,833  

２　受取手形   44,245   40,537    67,437  

３　売掛金   2,888,809   2,551,542    2,835,085  

４　たな卸資産   6,391,425   6,385,184    4,116,357  

５　その他   187,911   202,397    91,217  

貸倒引当金   △296   ―    △292  

流動資産合計   9,898,455 76.3  9,863,527 76.4 △34,927  8,361,639 73.6

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産
※１

2
          

(1）建物   554,146   515,988    534,837  

(2）土地   1,517,542   1,517,542    1,517,542  

(3）その他   387,259   364,689    381,898  

有形固定資産
合計

  2,458,948 19.0  2,398,220 18.6 △60,728  2,434,278 21.4

２　無形固定資産   56,107 0.4  44,135 0.3 △11,971  50,265 0.5

３　投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

  320,056   210,929    246,028  

(2）会員権   70,100   70,100    70,100  

(3）その他   221,786   377,878    242,928  

貸倒引当金   △47,950   △47,950    △47,950  

投資その他の
資産合計

  563,993 4.3  610,958 4.7 46,964  511,107 4.5

固定資産合計   3,079,049 23.7  3,053,314 23.6 △25,735  2,995,651 26.4

資産合計   12,977,504 100.0  12,916,841 100.0 △60,663  11,357,291 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成20年３月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形   476,227   251,300    209,738  

２　買掛金   516,813   535,060    550,672  

３　短期借入金 ※２  1,500,000   1,300,000    ―  

４　未払金   921,219   849,234    859,766  

５　未払法人税等   118,000   167,000    68,000  

６　賞与引当金   97,287   96,559    114,076  

７　その他   67,087   79,556    135,999  

流動負債合計   3,696,636 28.5  3,278,711 25.4 △417,924  1,938,253 17.1

Ⅱ　固定負債            

１　退職給付引当
金

  297,092   309,690    295,824  

２　役員退職慰労
引当金 

  ―   289,120    ―  

３　その他   2,858   2,808    2,854  

固定負債合計   299,950 2.3  601,619 4.6 301,669  298,678 2.6

負債合計   3,996,586 30.8  3,880,331 30.0 △116,255  2,236,931 19.7

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   814,340 6.3  814,340 6.3 ―  814,340 7.2

２　資本剰余金            

資本準備金  1,043,871   1,043,871    1,043,871   

資本剰余金合
計

  1,043,871 8.0  1,043,871 8.1 ―  1,043,871 9.2

３　利益剰余金            

(1）利益準備金  93,500   93,500    93,500   

(2）その他利益
剰余金

           

役員退職給
与積立金

 450,000   450,000    450,000   

特別償却準
備金

 436   ―    ―   

別途積立金  6,300,000   6,560,000    6,300,000   

繰越利益剰
余金

 222,315   72,763    396,409   

利益剰余金合
計

  7,066,252 54.5  7,176,263 55.5 110,010  7,239,909 63.7

４　自己株式   △14,624 △0.1  △16,554 △0.1 △1,929  △16,132 △0.1

株主資本合計   8,909,839 68.7  9,017,921 69.8 108,081  9,081,989 80.0

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

その他有価証
券評価差額金

  71,078   18,589    38,369  

評価・換算差額
等合計

  71,078 0.5  18,589 0.2 △52,489  38,369 0.3

純資産合計   8,980,918 69.2  9,036,510 70.0 55,592  9,120,359 80.3

負債・純資産合
計

  12,977,504 100.0  12,916,841 100.0 △60,663  11,357,291 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   9,056,721 100.0  9,041,632 100.0 △15,089  17,391,847 100.0

Ⅱ　売上原価   5,381,006 59.4  5,433,852 60.1 52,846  10,437,849 60.0

売上総利益   3,675,715 40.6  3,607,779 39.9 △67,935  6,953,998 40.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  3,378,368 37.3  3,257,530 36.0 △120,837  6,347,349 36.5

営業利益   297,346 3.3  350,248 3.9 52,902  606,648 3.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  11,015 0.1  6,075 0.1 △4,939  17,335 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  1,450 0.0  5,784 0.1 4,334  5,762 0.1

経常利益   306,911 3.4  350,540 3.9 43,628  618,221 3.5

Ⅵ　特別利益 ※３  3 0.0  292 0.0 289  15,540 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  43 0.0  288,025 3.2 287,981  54 0.0

税引前中間
（当期）純利
益

  306,871 3.4  62,808 0.7 △244,063  633,708 3.6

法人税、住民
税及び事業税

 110,796   160,074    274,700   

法人税等調整
額

 22,825 133,622 1.5 △120,013 40,061 0.4 △93,560 12,101 286,801 1.6

中間（当期）
純利益

  173,249 1.9  22,746 0.3 △150,503  346,906 2.0
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(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10月１日　至　平成19年３月31日）

 

 

 

 

株主資本
評価・換算

差額等

 
 

 

 

純資産合計

 

 

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 
その他有
価証券評
価差額金

 

 

資本準備金
利益準
備金

その他利益剰余金

役員退
職給与
積立金

特別償
却準備
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年９月30日
残高(千円)

814,340 1,043,871 93,500 450,000 873 5,960,000 475,062 △13,385 8,824,263 82,996 8,907,259

中間会計期間中の
変動額

           

特別償却準備金
の取崩

    △436  436  － － －

剰余金の配当       △86,433  △86,433  △86,433

別途積立金の積
立

     340,000 △340,000  － － －

自己株式の取得        △1,239 △1,239  △1,239

中間純利益       173,249  173,249  173,249

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
(純額)

        － △11,918 △11,918

中間会計期間中の
変動額合計
（千円）

－ － － － △436 340,000 △252,747 △1,239 85,576 △11,918 73,658

平成19年３月31日
残高(千円)

814,340 1,043,871 93,500 450,000 436 6,300,000 222,315 △14,624 8,909,839 71,078 8,980,918

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

 

 

 

 

株主資本
評価・換算

差額等

 
 

 

 

純資産合計

 

 

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 
その他有
価証券評
価差額金

 

 

資本準備金
利益準
備金

その他利益剰余金

役員退職給
与積立金

別途積立金
繰越利益剰余
金

平成19年９月30日
残高(千円)

814,340 1,043,871 93,500 450,000 6,300,000 396,409 △16,132 9,081,989 38,369 9,120,359

中間会計期間中の
変動額

          

剰余金の配当      △86,392  △86,392  △86,392

別途積立金の積
立

    260,000 △260,000  － － －

自己株式の取得       △422 △422  △422

中間純利益      22,746  22,746  22,746

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
(純額)

       － △19,780 △19,780

中間会計期間中の
変動額合計
（千円）

－ － － － 260,000 △323,646 △422 △64,068 △19,780 △83,848

平成20年３月31日
残高(千円)

814,340 1,043,871 93,500 450,000 6,560,000 72,763 △16,554 9,017,921 18,589 9,036,510
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前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 

 

 

 

株主資本
評価・換算

差額等

 
 

 

 

純資産合計

 

 

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 
その他有
価証券評
価差額金

 

 

資本準備金
利益準
備金

その他利益剰余金

役員退
職給与
積立金

特別償
却準備
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年９月30日
残高(千円)

814,340 1,043,871 93,500 450,000 873 5,960,000 475,062 △13,385 8,824,263 82,996 8,907,259

事業年度中の変動
額

           

特別償却準備金
の取崩

    △873  873  － － －

剰余金の配当       △86,433  △86,433  △86,433

別途積立金の積
立

     340,000 △340,000  － － －

自己株式の取得        △2,746 △2,746  △2,746

当期純利益       346,906  346,906  346,906

株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)

        － △44,627 △44,627

事業年度中の変動
額合計
（千円）

－ － － － △873 340,000 △78,653 △2,746 257,726 △44,627 213,099

平成19年９月30日
残高(千円)

814,340 1,043,871 93,500 450,000 － 6,300,000 396,409 △16,132 9,081,989 38,369 9,120,359
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(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10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

     

１　税引前中間（当期）
純利益

 306,871 62,808  633,708

２　減価償却費  75,255 79,717  154,993

３　有形固定資産売却損  － 18  －

４　有形固定資産除却損  43 115  54

５　投資有価証券売却益  － －  △15,532

６　投資有価証券評価損  － 4,995  －

７　貸倒引当金の増減額  △3 △292  △7

８　賞与引当金の増減額  △40,880 △17,517  △24,091

９　役員退職慰労引当金
の増減額

 － 289,120  －

10　退職給付引当金の増
減額

 6,263 13,865  4,996

11　受取利息及び受取配
当金

 △2,768 △2,917  △5,826

12　支払利息  1,450 1,141  4,986

13　為替差損  － 4,723  854

14　売上債権の増減額  36,667 310,443  67,198

15　たな卸資産の増減額  △2,245,004 △2,268,826  30,063

16　仕入債務の増減額  △144,839 19,040  △377,470

17　未払役員賞与の増減
額

 △25,460 △22,680  △2,780

18　その他の資産・負債
の増減額

 △44,477 △120,075  8,628

小計  △2,076,882 △1,646,319  479,774

19　利息及び配当金の受
取額

 2,586 2,950  5,381

20　利息の支払額  △1,730 △1,713  △4,986

21　預り保証金の受取額  386 138  478

22　預り保証金の返戻額  △196 △184  △292

23　法人税等の支払額  △239,796 △61,074  △453,700

営業活動による
キャッシュ・フロー

 △2,315,632 △1,706,203 609,429 26,654
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前中間会計期間

(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

     

１　有形固定資産の取得
による支出

 △68,105 △68,010  △77,333

２　有形固定資産の売却
による収入

 － 1  －

３　無形固定資産の取得
による支出

 － －  △315

４　投資有価証券の取得
による支出

 △2,820 △2,863  △5,724

５　投資有価証券の売却
による収入

 － －  37,950

６　その他の投資等によ
る収入

 1,680 310  1,854

７　その他の投資等の取
得による支出

 △4,607 △921  △6,025

８　貸付による支出  △2,500 －  △2,500

９　貸付金の回収による
収入

 990 1,258  2,278

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △75,364 △70,225 5,138 △49,816

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

     

１　短期借入れによる収
入

 1,500,000 1,300,000  1,500,000

２　短期借入金の返済に
よる支出

 － －  △1,500,000

３　自己株式の取得によ
る支出

 △1,239 △422  △2,746

４　配当金の支払額  △86,433 △86,392  △86,433

財務活動による
キャッシュ・フロー

 1,412,326 1,213,184 △199,141 △89,180

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 － △4,723 △4,723 △854

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

 △978,670 △567,967 410,702 △113,196

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,140,029 1,026,833 △113,196 1,140,029

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 161,359 458,865 297,505 1,026,833
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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

中間期末決算日の市場価格

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）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算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

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

製品・原材料・仕掛品

総平均法による原価法

(2）たな卸資産

製品・原材料・仕掛品

同左

(2）たな卸資産

製品・原材料・仕掛品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

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

　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。

　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。

(1）有形固定資産

同左

 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。 

 

 

 

 (追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の適用によ

り取得価額の５％に到達した事業

年度の翌事業年度から、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しておりま

す。

　これにより売上総利益は3,062

千円、営業利益、経常利益、税引

前中間純利益は4,750千円それぞ

れ減少しております。

(1）有形固定資産

同左

 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。

 

 

 

（会計方針の変更） 

　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。

　これによる損益に与える影響は

軽微であります。

(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。

　ただし、ソフトウエア（自社利

用分）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

均等償却

　なお、償却期間については、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

 

３　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、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）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

中間会計期間末における退職給付

債務（中間期末自己都合要支給額

に比較指数を乗じた金額）及び年

金資産に基づき、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。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

中間会計期間末における退職給付

債務及び年金資産に基づき、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。

（会計方針の変更） 

　従来、退職給付債務の計算方法

については簡便法を使用しており

ましたが、当中間連結会計期間よ

り原則法に変更しております。 

 この変更は、退職給付債務を原

則法で計算することにより、退職

給付債務算定の精度を高め、退職

給付費用の期間帰属をより適正に

処理するとともに財務内容の一層

の健全化を図るため、原則法に変

更いたしました。 

　この結果、従来と同一の方法に

よった場合に比べ、売上総利益は

1,397千円少なく、営業利益、経

常利益、税引前中間純利益は

4,462千円多く計上されておりま

す。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務（期

末自己都合要支給額に比較指数を

乗じた金額）及び年金資産に基づ

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　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

５　中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金からなっております。

同左 　キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

からなっております。

６　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成の基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理について

　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。

消費税等の会計処理について

同左

消費税等の会計処理について

同左
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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18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 役員退職慰労引当金 ───── 　役員退職慰労金は、従来、支出

時に費用処理しておりましたが、

当中間会計期間より「租税特別措

置法上の準備金及び特別法上の引

当金又は準備金並びに役員退職慰

労引当金等に関する監査上の取扱

い」(日本公認会計士協会　平成

19年４月13日　監査・保証実務委

員会報告第42号)を適用し、内規

に基づく当中間期末要支給額を役

員退職慰労引当金として計上する

方法に変更しております。この変

更に伴い、当中間会計期間の発生

額6,225千円は販売費及び一般管

理費に計上し、過年度相当額の

282,895千円を特別損失に計上し

ております。

　この結果、従来の方法によった

場合と比べ、営業利益及び経常利

益は6,225千円、税引前中間純利

益が289,120千円減少しておりま

す。

 ─────
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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19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成20年３月31日）
前事業年度末

（平成19年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額

 2,712,109千円  2,855,897千円  2,785,121千円

※２　担保資産 イ　担保差入資産 イ　担保差入資産 ─────

 建物 168,339千円

土地 147,559千円

計 315,899千円

建物 167,707千円

土地 147,559千円

計 315,267千円

  

  

  

 ロ　債務の内容 ロ　債務の内容  

 短期借入金 521,000千円 短期借入金 521,000千円   

３　消費税等の取扱い 　仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

同左 ─────

４　中間期末（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、当中間期末日が金融機関の

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。

───── 　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 7,151千円

支払手形 162,871千円

  

  

受取手形 11,369千円

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１　営業外収益の主要項目 受取利息 440千円

受取配当金 2,328千円

受取利息 922千円

受取配当金 1,995千円

受取利息 922千円

受取配当金 4,903千円

※２　営業外費用の主要項目 支払利息 1,450千円 支払利息 1,141千円 支払利息 4,986千円

※３　特別利益の主要項目

 

貸倒引当金戻入益 3千円 貸倒引当金戻入益 292千円 貸倒引当金戻入益 7千円

投資有価証券売却益 15,532千円

※４　特別損失の主要項目

 

 

固定資産除却損 43千円 固定資産除却損 115千円

固定資産売却損 18千円

役員退職慰労引当金

繰入額

282,895千円

投資有価証券評価損 4,995千円

固定資産除却損 54千円

５　減価償却実施額 有形固定資産 68,699千円

無形固定資産 6,244千円

有形固定資産 73,213千円

無形固定資産 6,130千円

有形固定資産 141,906千円

無形固定資産 12,400千円
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（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10月１日　至　平成19年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

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（千株） 5,098 － － 5,098

２　自己株式に関する事項

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） 13,764 1,000 － 14,764

（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　　1,000株

３　配当に関する事項

(1）配当金支払額

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12月20日

定時株主総会
普通株式 86,433 17.00 平成18年９月30日 平成18年12月21日

(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後となるもの

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

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（千株） 5,098 － － 5,098

２　自己株式に関する事項

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） 16,164 500 － 16,664

（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　 500株

３　配当に関する事項

(1）配当金支払額

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12月19日

定時株主総会
普通株式 86,392 17.00 平成19年９月30日 平成19年12月20日

(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後となるもの

　該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

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（千株） 5,098 － － 5,098

２　自己株式に関する事項

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） 13,764 2,400 － 16,164

（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　　2,400株

３　配当に関する事項

(1）配当金支払額

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12月20日

定時株主総会
普通株式 86,433 17.00 平成18年９月30日 平成18年12月21日

(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

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12月19日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 86,392 17.00 平成19年９月30日 平成19年12月20日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

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

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

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

現金及び預金勘定 386,359千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△225,000千円

現金及び現金同等

物
161,359千円

現金及び預金勘定 683,865千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△225,000千円

現金及び現金同等

物
458,865千円

現金及び預金勘定 1,251,833千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△225,000千円

現金及び現金同等

物
1,026,833千円
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（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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会

計期間末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間会

計期間末残高相当額

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)

中間会
計期間
末残高
相当額
(千円)

有形固
定資産
その他

66,000 35,961 30,038

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間会
計期間
末残高
相当額
(千円)

有形固
定資産
その他

66,000 41,038 24,961

 

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

66,000 38,499 27,500

 ２　未経過リース料中間会計期間末

残高相当額

２　未経過リース料中間会計期間末

残高相当額

２　未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 5,263千円

１年超 29,921千円

計 35,184千円

１年以内 5,523千円

１年超 24,397千円

計 29,921千円

１年以内 5,391千円

１年超 27,192千円

計 32,584千円

 ３　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

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 3,425千円

減価償却費相当額 2,538千円

支払利息相当額 887千円

支払リース料 3,425千円

減価償却費相当額 2,538千円

支払利息相当額 761千円

支払リース料 6,850千円

減価償却費相当額 5,076千円

支払利息相当額 1,713千円

 

 

４　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

 

 

５　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。

５　利息相当額の算定方法

同左

５　利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末

有価証券

１　時価のある有価証券

区分
前中間会計期間末

（平成19年３月31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 192,712 311,176 118,464

２　債券 － － －

３　その他 － － －

計 192,712 311,176 118,464

２　時価評価されていない主な有価証券

前中間会計期間末
（平成19年３月31日）

区分
中間貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券  

非上場株式 8,880

当中間会計期間末

有価証券

１　時価のある有価証券

区分
当中間会計期間末

（平成20年３月31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 176,063 207,044 30,981

２　債券 － － －

３　その他 － － －

計 176,063 207,044 30,981

２　時価評価されていない主な有価証券

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

区分
中間貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券  

非上場株式 3,885
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前事業年度末

有価証券

１　時価のある有価証券

区分
前事業年度末

（平成19年９月30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 173,199 237,148 63,949

２　債券 － － －

３　その他 － － －

計 173,199 237,148 63,949

２　時価評価されていない主な有価証券

前事業年度末
（平成19年９月30日）

区分
貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券  

非上場株式 8,880

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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

（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　対象となる関連会社がないため、該

当事項はありません。

同左 同左
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（企業結合等関係）

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１　１株当たり

純資産額
1,766円74銭

２　１株当たり

中間純利益
34円08銭

１　１株当たり

純資産額
1,778円34銭

２　１株当たり

中間純利益
4円48銭

１　１株当たり

純資産額
1,794円66銭

２　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。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎

項目
前中間会計期間

(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

前事業年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

中間（当期）純利益 （千円） 173,249 22,746 346,906

普通株式に係る中間（当期）

純利益
（千円） 173,249 22,746 346,906

普通株式の期中平均株式数 （株） 5,083,799 5,081,716 5,083,266

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
 (1) 生産実績

     生産実績を品目別に示すと次のとおりであります。

区分

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

自　平成18年10月１日 自　平成19年10月１日 自　平成18年10月１日

至　平成19年３月31日 至　平成20年３月31日 至　平成19年９月30日

金額(千円） 構成比(%) 金額(千円） 構成比(%) 金額(千円） 構成比(%)

家庭用海苔 1,707,223 31.9 1,604,655 30.0 3,154,736 30.2

進物品 1,041,856 19.5 892,884 16.7 1,958,635 18.8

ふりかけ等 868,921 16.2 853,725 15.9 1,662,305 15.9

業務用海苔 1,712,187 32.0 1,984,748 37.0 3,610,939 34.6

その他 22,696 0.4 20,238 0.4 50,848 0.5

    合    計 5,352,885 100.0 5,356,252 100.0 10,437,465 100.0

(注)　上記金額は、製造原価によっております。また、上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

 (2) 受注状況

　　 当社は見込生産方式を採っております。

 

 (3) 販売実績

　　 販売実績を品目別に示すと次のとおりであります。

区分

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

自　平成18年10月１日 自　平成19年10月１日 自　平成18年10月１日

至　平成19年３月31日 至　平成20年３月31日 至　平成19年９月30日

金額(千円） 構成比(%) 金額(千円） 構成比(%) 金額(千円） 構成比(%)

家庭用海苔 3,302,364 36.6 3,149,490 34.8 6,283,482 36.1

進物品 1,896,635 22.3 1,703,900 18.9 3,335,923 19.2

ふりかけ等 1,607,083 17.8 1,576,574 17.4 3,083,019 17.7

業務用海苔 2,217,413 23.0 2,582,592 28.6 4,619,423 26.6

その他 33,223 0.3 29,073 0.3 69,998 0.4

    合    計 9,056,721 100.0 9,041,632 100.0 17,391,847 100.0
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