
平成18年６月期  個別中間財務諸表の概要 
平成18年２月17日 

 

会 社 名  株式会社アクシーズ          上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コ ード番 号  １３８１               本社所在都道府県 鹿児島県 

（ＵＲＬ http://www.axyz-grp.co.jp） 

代  表  者 役 職 名 代表取締役社長 
氏    名 橋野 強 

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長 

        氏    名 佐々倉 豊      ＴＥＬ（０９９）２２３－７３８５ 

決算取締役会開催日  平成18年２月17日       中間配当制度の有無 有 

中間配当支払開始日  平成－年－月－日       単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株） 

 
１．17年12月中間期の業績（平成17年７月１日～平成17年12月31日） 

(1) 経営成績                                   （百万円未満は切捨表示） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円   ％

6,219  （  6.7）

5,827  （  9.8）

百万円   ％

189  （△54.2）

413  （ 142.8）

百万円   ％

207  （△52.1）

433  （ 132.8）

17年６月期 11,256       667       699       

 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1株当たり中間 

(当期)純利益 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円   ％

107  （ △25.8）

145  （ 27.1）

円  銭

19  20 

25  87 

17年６月期 299       52  09 

(注)１．期中平均株式数 17年12月中間期 5,616,668株 16年12月中間期 5,616,935株 17年６月期 5,616,935株 

  ２．会計処理の方法の変更   無 

  ３．売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2) 配当状況 

 
1株当たり 

中間配当金 

1株当たり 

年間配当金 

 

 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

円 銭 

0 00  

0 00  

円 銭

―――― 

―――― 

 

17年６月期 ―――― 12 50 

 
(3) 財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1株当たり株主資本

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円 

6,472    

6,551    

百万円

3,820   

3,602   

％ 

59.0  

55.0  

円  銭

680  33 

641  37 

17年６月期 6,334    3,768   59.5  669  60 

(注)１．期末発行済株式数 17年12月中間期 5,616,135株 16年12月中間期 5,616,935株 17年６月期 5,616,935株 

  ２．期末自己株式数 17年12月中間期   1,365株 16年12月中間期    565株 17年６月期    565株 

 

２．18年６月期の業績予想（平成17年７月１日～平成18年６月30日） 

1株当たり年間配当金 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通  期 

百万円 

11,754    

百万円

355   

百万円

185   

円 銭 

12 50  

円 銭

12 50 

 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）   73円 40銭 

 ※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等の変化に

より、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。 
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６．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16年12月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年６月30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  712,726 406,427 574,158 

２．受取手形  2,257 3,411 950 

３．売掛金  1,364,069 1,524,541 928,790 

４．棚卸資産  567,634 566,871 822,812 

５．その他  29,465 24,061 40,190 

流動資産合計   2,676,153 40.9 2,525,313 39.0  2,366,903 37.4

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物 ※2,3 444,337 434,250 422,585 

(2）工具器具備品 ※２ 439,533 492,139 482,788 

(3）土地 ※３ 2,443,225 2,404,468 2,446,425 

(4）その他  47,678 60,553 101,823 

計  3,374,774 3,391,410 3,453,623 

２．無形固定資産  19,108 17,689 17,117 

３．投資その他の資産  481,050 538,184 496,547 

固定資産合計   3,874,933 59.1 3,947,284 61.0  3,967,288 62.6

資産合計   6,551,087 100.0 6,472,597 100.0  6,334,191 100.0
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前中間会計期間末 

（平成16年12月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年６月30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．買掛金  384,787 384,611 329,320 

２．一年内返済予定長
期借入金 

※３ 302,500 347,500 302,500 

３．未払金  1,091,030 846,339 808,057 

４．未払法人税等  85,095 67,211 185,929 

５．その他  89,807 197,125 103,345 

流動負債合計   1,953,221 29.8 1,842,788 28.5  1,729,152 27.3

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※３ 686,875 528,125 535,625 

２．退職給付引当金  256,903 233,017 253,339 

３．役員退職慰労引当
金 

 48,927 45,689 45,273 

４．その他  2,652 2,147 2,400 

固定負債合計   995,359 15.2 808,979 12.5  836,638 13.2

負債合計   2,948,580 45.0 2,651,768 41.0  2,565,790 40.5

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   452,370 6.9 452,370 7.0  452,370 7.1

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  428,340 428,340 428,340 

資本剰余金合計   428,340 6.5 428,340 6.6  428,340 6.8

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  41,500 41,500 41,500 

２．任意積立金  2,250,000 2,250,000 2,250,000 

３．中間（当期）未処
分利益 

 392,352 577,232 546,899 

利益剰余金合計   2,683,852 41.0 2,868,732 44.3  2,838,399 44.8

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  38,311 0.6 72,422 1.1  49,659 0.8

Ⅴ 自己株式   △367 △0.0 △1,034 △0.0  △367 △0.0

資本合計   3,602,506 55.0 3,820,829 59.0  3,768,400 59.5

負債資本合計   6,551,087 100.0 6,472,597 100.0  6,334,191 100.0
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② 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30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   5,827,165 100.0 6,219,040 100.0  11,256,069 100.0

Ⅱ 売上原価   4,557,191 78.2 5,134,022 82.6  8,902,570 79.1

売上総利益   1,269,974 21.8 1,085,018 17.4  2,353,498 20.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  856,662 14.7 895,565 14.4  1,686,137 15.0

営業利益   413,311 7.1 189,453 3.0  667,360 5.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  28,202 0.5 28,202 0.5  47,188 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  7,997 0.2 9,920 0.2  15,380 0.1

経常利益   433,516 7.4 207,735 3.3  699,168 6.2

Ⅵ 特別利益   46,488 0.8 8,375 0.2  46,488 0.4

Ⅶ 特別損失 ※3,4  247,430 4.2 49,798 0.8  252,088 2.2

税引前中間（当
期）純利益 

  232,573 4.0 166,312 2.7  493,567 4.4

法人税、住民税及
び事業税 

 79,962 62,852 194,676 

法人税等調整額  7,289 87,252 1.5 △4,384 58,467 0.9 △976 193,699 1.7

中間（当期）純利
益 

  145,321 2.5 107,844 1.7  299,868 2.7

前期繰越利益   247,030 469,387  247,030

中間（当期）未処
分利益 

  392,352 577,232  546,899
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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16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式 子会社株式 子会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定しておりま

す） 

同左  期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定しております）

 (2）棚卸資産 (2）棚卸資産 (2）棚卸資産 

 製品・原材料・仕掛品 製品・原材料・仕掛品 製品・原材料・仕掛品 

  売価還元法による低価

法。但し、原材料のうち飼

料については先入先出法に

よる原価法 

同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 終仕入原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  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）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

同左 同左 

 
 

建物 ２～50年

機械装置 ２～10年

工具器具備品 ２～10年
  

 
建物 ２～50年

機械装置 ４～９年

工具器具備品 ２～９年
  

 
建物 ２～50年

機械装置 ２～10年

工具器具備品 ２～10年
  

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  営業権については、商法施行

規則に規定する 長期間（５

年）にわたり均等償却しており

ます。 

同左 同左 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

  均等償却 同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）退職給付引当金 (1）退職給付引当金 (1）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（自己都合退

職による期末要支給額）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。 

同左  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（自己都合退

職による期末要支給額）に基づ

き計上しております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 (2）役員退職慰労引当金 (2）役員退職慰労引当金 (2）役員退職慰労引当金 

 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給見込額を計上しており

ます。 

同左  役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要

支給見込額を計上しておりま

す。 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、原則と

して中間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、原則と

して期末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

５．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 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。なお、仮受消費税等と仮払消

費税等は、相殺し、その差額は流

動負債「未払金」に含めて表示し

ております。 

同左  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。 
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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 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） ―――――― 

  当中間会計期間から、「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税引前中間純利益は

49,156千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

 

   

 （役員賞与に関する会計基準）  

  当中間会計期間から、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

第４号 平成17年11月29日）を適用

しております。これによる損益に与

える影響はありません。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年６月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,362,938千円 2,502,764千円 2,408,391千円

※２ 有形固定資産の取得価額から控除され

ている保険差益の圧縮記帳額は次のとお

りであります。 

※２ 有形固定資産の取得価額から控除され

ている保険差益の圧縮記帳額は次のとお

りであります。 

※２ 有形固定資産の取得価額から控除され

ている保険差益の圧縮記帳額は次のとお

りであります。 
 

建物 28,469千円 

工具器具備品 6,832 
  

 
建物 28,469千円

工具器具備品 6,832 
  

 
建物 28,469千円

工具器具備品 6,832 
  

※３ 担保資産及び担保に供されている債務

は次のとおりであります。 

※３ 担保資産及び担保に供されている債務

は次のとおりであります。 

※３ 担保資産及び担保に供されている債務

は次のとおりであります。 

（担保資産） （担保資産） （担保資産） 
 

建物 95,858千円 (   －千円) 

土地 2,124,387 (577,000  ) 

計 2,220,246千円 (577,000千円) 

  

 

建物 86,963千円 (   －千円)

土地 2,086,007 (577,000  )

計 2,172,970千円 (577,000千円)

  

 

建物 91,148千円 (   －千円)

土地 2,124,387 (577,000  )

計 2,215,535千円 (577,000千円)

  
（担保に供されている債務） （担保に供されている債務） （担保に供されている債務） 
 

長期借入金 989,375千円  

  

 

長期借入金 875,625千円

  

 

長期借入金 838,125千円

  
（注） （ ）書きは内書で工場財団抵当に

供している資産を示しております。ま

た、長期借入金には、一年以内に返済予

定の長期借入金も含まれております。 

（注）      同左 （注）      同左 

 ４ 保証債務  ４ 保証債務  ４ 保証債務 

 次の関係会社の輸入関税等の納期限延

長に対する支払保証を行っております。 

 次の関係会社の金融機関からの借入等

に対し保証を行っております。 

 次の関係会社の輸入関税等の納期限延

長に対する支払保証を行っております。
 

錦江湾飼料株式会社 10,369千円 

計 10,369千円 
  

 
有限会社南九州バイオマス 75,000千円

錦江湾飼料株式会社 9,238 

計 84,238千円
  

 
錦江湾飼料株式会社 8,569千円

計 8,569千円
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 22千円 

受取配当金 8,388 

匿名組合投資収益 4,867 
  

 
受取利息 34千円

受取配当金 11,412 

匿名組合投資収益 6,189 
  

 
受取利息 63千円

受取配当金 9,826 

匿名組合投資収益 10,410 
  

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 7,997千円 
  

 
支払利息 7,616千円

  

 
支払利息 14,563千円

  
※３ 特別損失のうち主要なもの ※３ 特別損失のうち主要なもの ※３ 特別損失のうち主要なもの 
 

役員退職慰労金 231,679千円 
  

 
減損損失 49,156千円

  

 
役員退職慰労金 231,679千円

  
―――――― ※４ 減損損失 ―――――― 

  当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

しました。 

 

 
  

用途 種類 場所 
金額 

（千円）

遊休資産 土地 
鹿児島県
鹿児島市

44,150

遊休資産 土地 
鹿児島県
霧島市 

5,006

  

 

  当社は、事業の種類別セグメントを基

準として、鶏肉事業、加工食品事業及び

遊休資産にグループ化し、減損損失の認

識を行っております。その結果、遊休資

産については地価の下落により減損損失

49,156千円を特別損失に計上しておりま

す。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、固定資産税評価額に

に基づき合理的な調整を行って算定して

おります。 

 

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 
 

有形固定資産 102,480千円 

無形固定資産 2,000 
  

 
有形固定資産 106,562千円

無形固定資産 2,285 
  

 
有形固定資産 214,980千円

無形固定資産 4,000 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額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)

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械装置 54,025 8,102 45,922 

車両運搬具 49,450 30,094 19,356 

工具器具備品 18,330 5,499 12,831 

合計 121,805 43,695 78,110 

  

  

 

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 54,025 16,027 37,997

車両運搬具 44,155 29,293 14,862

工具器具備品 18,330 9,165 9,165

合計 116,510 54,485 62,025

  

  

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

期末残
高相当
額 
(千円)

機械装置 54,025 19,264 34,760

車両運搬具 49,450 34,307 15,143

工具器具備品 18,330 7,332 10,998

合計 121,805 60,904 60,901

  
(注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高相当額が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

(注）      同左 (注） 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高相当額が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定

しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額 

 未経過リース料中間期末残高相当額  
 

１年内 19,081千円 

１年超 59,028 

合計 78,110千円 
  

 
１年内 17,370千円

１年超 44,655 

合計 62,025千円
  

 
１年内 17,606千円

１年超 43,295 

合計 60,901千円
  

(注） 未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残

高相当額が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。 

(注）      同左 (注） 未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高相当

額が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 

 
支払リース料 10,139千円 

減価償却費相当額 10,139 
  

 
支払リース料 9,556千円

減価償却費相当額 9,556 
  

 
支払リース料 20,147千円

減価償却費相当額 20,147 
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

 （減損損失について）  

  リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 
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（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありま

せん。 

 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 


