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１．平成18年3月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日） 
(1)連結経営成績                                                                百万円未満切捨 
 売上高 営業利益 経常利益 

 
平成18年3月期 
平成17年3月期 

百万円 

5,200 
5,243 

％ 

△0.8 
△2.1 

百万円 

159 
293 

％ 

△45.7 
△27.9 

百万円 

259 
338 

％ 

△23.5 
△14.3 

 
 

当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
1 株 当 た り 
当 期 純 利 益 

株 主 資 本 

当期純利益率 
総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 
平成18年3月期 
平成17年3月期 

百万円 

120 
229 

％ 

△47.3 
△10.7 

円  銭 

16  20 
30  94 

円  銭 

－ 
－ 

％ 

1.2 
2.4 

％ 

2.2 
3.1 

％ 

5.0 
6.5 

(注)① 持分法投資損益        平成18年3月期  － 百万円   平成17年3月期  － 百万円 

② 期中平均株式数(連結)  平成18年3月期 7,315,897株  平成17年3月期 7,319,902株 

③ 会計処理の方法の変更     無 

④ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 

(2)連結財政状態                                                                百万円未満切捨 
 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 
平成18年3月期 
平成17年3月期 

百万円 

12,157 
11,168 

百万円 

10,304 
9,653 

％ 

84.8 
86.4 

円   銭 

1,408.32 
1,319.10 

(注)期末発行済株式数(連結) 平成18年3月期 7,315,564株  平成17年3月期 7,316,264株 
 

(3)連結キャッシュ・フローの状況                                                百万円未満切捨 
 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 

 
平成18年3月期 
平成17年3月期 

百万円 

339 
554 

百万円 

△85 
△527 

百万円 

△123 
△127 

百万円 

959 
800 

 

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  4社      持分法適用非連結子会社数  － 社      持分法適用関連会社数  － 社 
 

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） － 社      （除外）－ 社              持分法（新規）－ 社      （除外）－ 社 
 
２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 
 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中 間 期      
通   期      

百万円 

2,670 
5,400 

百万円 

130 
290 

百万円 

60 
140 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）19円14銭 
＊ 上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因
に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は今後様々な要因によって大
きく異なる結果となる可能性があります。 
上記の予想の前提条件その他関連する事項につきましては、添付資料の６ページを参照して下さい。 
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１． 企業集団の状況 
 
当社グループは、当社ならびに中国・上海及び香港の連結子会社４社により構成されており、縫

い糸及び刺しゅう糸の製造・販売を主な事業内容とし、日本国内を始め、中国、アジア諸国、欧米

諸国市場に向けてグローバルな事業活動を展開しております。 
当社及び連結子会社の当社グループ事業にかかわる位置づけは次のとおりです。 

 
（１）当社は、縫い糸及び刺しゅう糸を製造し、国内外の得意先及び上海富士克貿易有限公司に販売

しているほか、上海富士克制線有限公司に原材料及び半製品を供給しております。また、同公

司製造の縫い糸を日本国内において販売しております。 
（２）連結子会社 上海富士克制線有限公司は、主に工業用縫い糸及び刺しゅう糸を製造し、日本国内

販売用として当社に、保税販売用として上海富士克貿易有限公司にそれぞれ供給しております。

また、同公司は、物流機能を有する連結子会社上海新富士克制線有限公司（当社の孫会社）を

有し、中国国内の日系を始めとする商社、縫製メーカー等に中国通貨である人民元での販売を

行っております。  
なお、上海新富士克制線有限公司は、遼寧省大連市に分公司、江蘇省南通市及び広東省中山市

にそれぞれ事務所を設置し、販売及び販促活動を行っております。 
（３）連結子会社 上海富士克貿易有限公司は、当社または上海富士克制線有限公司より縫製に必要な

多品種の縫い糸及び刺しゅう糸を仕入れて品揃えし、中国国内の日系を始めとする商社、縫製

メーカー等に保税品として販売を行うほか、関連商材などの貿易業務も行っております。 
（４）連結子会社 富士克國際（香港）有限公司は、当社または上海富士克制線有限公司生産の縫い

糸及び刺しゅう糸を、主に香港、中国華南地区及びアジア諸国へ販売しております。 
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当社グループの取引を図示しますと次のとおりです。 
 

中 国 ・ ア ジ ア 市 場 
 
 
                上海富士克制線有限公司 
富士克國際(香港)有限公司       上海新富士克制線有限公司       上海富士克貿易有限公司    
                （上海・大連・南通・中山） 
 
 

当        社 
 
 
        国 内 市 場         欧米等海外市場 
 
連結子会社          上海富士克制線有限公司製品の流れ 
当社製品の流れ              半製品、資材等の流れ      
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２． 経営方針 
 
１．経営の基本方針 
   当社グループは衣料用・手芸用を中心とした縫い糸及び刺しゅう糸の製造・販売を主なる事

業とし、「誠実」の社是のもと、“すぐれた技術とまごころがつくり出す製品を通じて社会に奉

仕する”ことを経営理念としております。顧客である縫製業者や刺しゅう業者、手作りホビー

を楽しむ人々への価値ある製品の供給を通して、株主、投資家、取引先、従業員など全てのス

テークホルダーに長期安定的に貢献できるグローバルな企業グループを目指しております。 
 
２．利益配分に関する基本方針 
   当社の配当政策は、強固な経営基盤のもとに、業績に裏打ちされた安定的な配当の維持に努

めることを基本方針としており、長期安定的に投資家のご期待に応えるよう努力を続けており

ます。なお、中間配当につきましては実施しておりません。 
また、内部留保金につきましては、国内外ともにますます競争が激しくなると予想される当

業界を見据えて、顧客満足度向上と当社グループの優位性を高めるために、技術開発や製品開

発のための投資、生産体制改革のための投資、あるいは海外事業への投資などの備えとし、収

益力の回復、向上のために有効に活用したいと考えております。配当回数につきましては、変

更を予定しておりません。 
 
３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
    投資単位の引下げについては、株主利益と費用対効果の検討、あるいは今後の市場の動向や 
  要請などを充分に勘案して対応していきたいと考えております。 
 
４．当社グループの対処すべき課題 
   当業界を取り巻く環境は依然厳しく、今後は国内外ともに一段と競争が激化し、企業間の格

差も大きくなることが予想されます。このようななか、当社グループは、メーカーとしての原

点に立ち返って、顧客満足度向上を徹底し、グローバルな企業グループとして業績の回復を目

指すため、中長期的に下記の項目を課題として掲げ、取り組んでおります。 
 
（１） 顧客の信頼と満足度を高めるため、引き続き技術開発、製品開発に努めるとともに、設

備投資を含めた生産システムの更なる改革により、コストダウンと納期短縮を徹底し、

国際競争力の強化を図ること。 
（２） 連結子会社の営業強化及び当社との連携強化により世界の縫製基地である中国縫製市

場の開拓を一層押し進めること。 
（３） 低迷している手作りホビーの国内市場に対して、活性化のための地道な提案と需要の創

造にチャレンジするとともに、海外市場のさらなる開拓に努めること。 
（４） 一層の経営体質の強化及び人材の育成と活性化を図ること。 
（５） 環境負荷の軽減に努めるなど、企業としての社会的責任を果たすこと。 
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    上記の諸課題に取り組み、生活に欠くことの出来ない「衣」の分野、心を和ませる「手作り

ホビー」の分野にかかわりながら、企業として堅実な収益を維持し、前述のとおり、株主、投

資家や取引先、従業員を始めとするステークホルダーのご期待に応えるよう努力する所存であ

ります。 
 

３．経営成績及び財政状態 
 
１．当期の業績の概況 
 国内経済は、企業業績の回復による設備投資の増加や雇用情勢の改善傾向など、引き続き回復基調

をたどっております。しかし一方では格差の増大に伴う個人消費のばらつきや原油価格高騰に伴う原

材料価格の上昇傾向など先行きの懸念材料も払拭されておりません。 
 縫い糸業界におきましては、日本国内におけるまだら模様の個人消費や縫製業者のシュリンクによ

り、国内需要の長期にわたる低迷が続き、厳しい事業環境が続いております。一方中国市場は、世界

の縫製産地としての大きな縫い糸需要をめぐって国内外の同業者の販売競争が一段と激しくなってお

ります。 
 このような厳しい経営環境のなか、中国国内向け販売は引き続き増加したものの、依然国内売上高

の減少が続いたため、当期の連結売上高は５,２００百万円（前期比０.８％減）となりました。また利
益面では、為替差益等のプラス要因もありましたが、原材料価格の上昇や将来に備えた生産設備と情

報システム更新の償却負担、国内販売強化や中国事業拡大に伴う費用の増加などがあり、連結営業利

益は１５９百万円（前期比４５.７％減）、連結経常利益は２５９百万円（前期比２３.５％減）、連結当
期純利益は１２０百万円（前期比４７.３％減）の減収減益となりました。 
 
部門別の概況は次のとおりです。 
 
家庭糸部門 
 個人消費は回復傾向にあるものの、格差の増大や消費行動の多様化もあり、消費はまだら模様で、

手芸など手作りホビー関連市場も一部には回復傾向が見られたものの全体としては低調な状況で推移

いたしました。国内向け販売が主である当部門では、主力商品のさらなる充実を図るとともに、需要

創造につながる新商品を提案し、圧倒的な品揃えと総合力を武器に大型有力専門店を中心に販売を強

化するなどシェアのさらなる拡大に努め、徐々にその成果が現れつつあります。また海外市場開拓の

一環として営業している上海のパッチワークキルトショップにおいても引き続き普及活動を継続して

おります。この結果当部門の連結売上高は１,８６７百万円（前期比２.１%減）となりました。 
 
工業糸部門 
 アパレル業界においては厳冬による冬物衣料の消費好調など、明るい材料も見られましたが、中国

における日本向け衣料製品の縫製に使用される縫い糸は、現地での調達傾向が一層進み、縫い糸の国

内受注は減少傾向が続いております。当社グループは、縮小を余儀なくされている国内市場において

はシェアの拡大に努力する一方、今や世界の一大縫製産地である中国においては、その市場をめぐっ

て販売競争が一段と激しくなるなか、生産子会社における一貫生産体制を整備して競争力の強化に努
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めつつ、現地における販売子会社の営業活動はもちろん、当社を含むグループ一体となった営業活動

を展開してまいりました。この結果、中国市場での販売拡大が国内販売の減少をカバーし、当部門の

連結売上高は３,２４１百万円（前期比１.０％増）となりました。 
その他部門 
 当部門は撚糸や染色加工後の半製品販売が主なものですが、中国の連結子会社での染色加工半製品

販売が減少したことにより、当部門の連結売上高は９２百万円（前期比２６.３％減）となりました。 
 
２．キャッシュフローの状況 
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、９５９百万円となり、前連結会計年度末より１

５９百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況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） 
  当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が２５９
百万円（前年同期比７４百万円減）となったことや、仕入債務の減少が１０８百万円（前年同期比２

０６百万円減）となったことから、３３９百万円（前年同期比２１４百万円減）となりました。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入・払出による純収

入が７５９百万円（前年同期比１,４０９百万円増）ありましたが、有形・無形固定資産の取得による
支出が２３３百万円（前年同期比４９百万円減）、有価証券の取得・償還による純支出が３９９百万円

（前年同期比８００百万円増）、投資有価証券の取得による支出が２００百万円（前年同期比２００百

万円増）あったことにより、△８５百万円（前年同期比４４１百万円増）となりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払が主なものでありま

すが、△１２３百万円（前年同期比４百万円増）となりました。 
（キャッシュ・フロー指標のトレンド） 
 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 
株主資本比率（％） 86.8 86.4 84.8 

時価ベースの株主資本比率（％） 32.0 47.2 46.5 

債務償還年数（年） 0.0 0.0 0.1 

インスタント・カバレッジ・レシオ 711.1 295.0 581.7 

（注）株主資本比率：株主資本／総資産 
   時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 
   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
   インスタント・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
 
＊  各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
＊ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 
＊ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フローを使用しております。有利子負債は、連結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。また、利払いについては、連結キャッ

シュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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３．事業等のリスク 

当社グループの事業の現状や特徴などを踏まえ、投資家の判断に重要な影響を及ぼす事項とし

ては、以下のようなものがあると考えております。 
 
中国事業展開におけるリスク 

    近年、我が国縫製メーカーの中国への移転に伴い、日本の縫製業の空洞化が顕著になっており、
国内の工業用縫い糸の需要も減少傾向にあります。加えて縫製品の低価格化が続き、縫製メーカ

ーに対するコストダウンの要請が、縫い糸を含む服飾副資材全般に対して行われ、販売競争は激

化傾向が続いております。このようななかにあって当社グループは、平成５年、平成７年に中国

上海に生産及び販売の子会社を設立し、生産体制や現地での供給の利便性を確立するとともに、

その後も営業所の開設や子会社の設立、生産設備の増設など中国における事業を強化し、当期末

現在、香港を含む中国の連結子会社４社、その分公司、営業所は３ヶ所となっており、日中両国

市場での競争力の強化とシェア拡大に努めております。特に中国市場でのシェア拡大は当社グル

ープの重要な経営課題の一つであり、平成１７年度の当社グループの中国における生産比率は約

５０%になっており、今後さらに高まることが見込まれます。 
    しかしながら、同国にて政治的要因（法規制の動向等）、経済的要因（高成長の持続性、電力

等インフラ整備の障害等）及び社会環境における予測し得ない事態が発生した場合、当社グルー

プの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 
 
４．次期の見通し 
   国内経済は全体として回復基調が続くと思われますが、ライフスタイルの多様化や格差の増大

で消費は引き続きまだら模様と予想され、構造的な要因もあって、手作りホビー関連需要や国内

縫製需要の急速な回復は期待できません。また原油価格の高止まりによる原材料価格や中国通貨

「元」の今後の動向など懸念材料も多く、当社グループを取り巻く経営環境は日中ともに楽観で

きません。 
   このような状況を踏まえ、当社グループは、前述の「対処すべき課題」の通り、国内外の今後

を見据えた生産体制の改革をなお一層進めて顧客満足度の向上に取り組みつつ、潜在需要の掘り

起こしとシェアの拡大による国内業績の回復及び中国市場における一層の拡大を目指してまいり

ます。 
これらにより次期の連結売上高は、５,４００百万円（前期比３.８％増）、連結経常利益は、２
９０百万円（前期比１１.９％増）、連結当期純利益は、１４０百万円（前期比１５.８％増）を予
想しております。 
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４．連結財務諸表等 
 

(1) 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18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 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   2,100,673   1,959,804  

２ 受取手形及び売掛金   1,480,768   1,434,640  

３ 有価証券   599,647   999,656  

４ たな卸資産   2,369,218   2,425,714  

５ 繰延税金資産   61,118   57,300  

６ その他   101,522   72,839  

貸倒引当金   △10,834   △10,398  

流動資産合計   6,702,115 60.0  6,939,556 57.1 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物及び構築物  2,548,034   2,598,682   

減価償却累計額  1,766,159 781,875  1,846,154 752,528  

(2) 機械装置及び運搬具  745,624   951,287   

減価償却累計額  510,258 235,365  554,247 397,040  

(3) 土地   266,959   266,959  

(4) その他  149,747   176,418   

減価償却累計額  103,644 46,102  112,282 64,135  

有形固定資産合計   1,330,302 11.9  1,480,663 12.2 

２ 無形固定資産   178,497 1.6  186,524 1.5 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   1,152,594   2,182,286  

(2) 長期性預金   1,659,056   1,200,000  

(3) その他   160,214   169,472  

貸倒引当金   △13,988   △554  

投資その他の資産合計   2,957,876 26.5  3,551,203 29.2 

固定資産合計   4,466,676 40.0  5,218,391 42.9 

資産合計   11,168,791 100.0  12,157,948 100.0 
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前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18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 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形及び買掛金   377,448   305,077  

２ 短期借入金   20,774   23,484  

３ 未払金   173,875   139,359  

４ 未払法人税等   33,912   18,313  

５ 賞与引当金   99,314   89,140  

６ その他   115,848   177,925  

流動負債合計   821,171 7.4  753,300 6.2 

Ⅱ 固定負債        

１ 繰延税金負債   292,539   641,774  

２ 役員退職慰労引当金   153,480   171,480  

３ その他   7,877   9,752  

固定負債合計   453,896 4.1  823,006 6.7 

負債合計   1,275,068 11.5  1,576,306 12.9 

        

(少数株主持分)        

少数株主持分   239,946 2.1  276,669 2.3 

        

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※１  923,325 8.3  923,325 7.6 

Ⅱ 資本剰余金   758,014 6.8  758,014 6.2 

Ⅲ 利益剰余金   7,529,806 67.4  7,550,475 62.1 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   493,484 4.4  986,321 8.1 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △40,672 △0.4  97,527 0.8 

Ⅵ 自己株式 ※２  △10,182 △0.1  △10,693 △0.0 

資本合計   9,653,775 86.4  10,304,971 84.8 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  11,168,791 100.0  12,157,948 100.0 
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(2)連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   5,243,742 100.0  5,200,839 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  3,497,221 66.7  3,557,385 68.4 

売上総利益   1,746,521 33.3  1,643,454 31.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 荷造運賃  94,069   96,258   

２ 広告宣伝費  14,675   14,817   

３ 販売促進費  134,486   174,087   

４ 貸倒引当金繰入額  694   -   

５ 役員報酬  51,312   47,712   

６ 給与手当  419,881   430,459   

７ 賞与  108,807   86,412   

８ 賞与引当金繰入額  53,564   49,634   

９ 退職給付費用  50,960   47,010   

10 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 18,000   18,000   

11 法定福利費  70,469   70,838   

12 賃借料  24,522   26,488   

13 支払手数料  47,269   43,910   

14 事業所税  3,129   3,129   

15 旅費交通費  44,295   44,971   

16 減価償却費  63,696   81,084   

17 研究開発費 ※１ 53,089   57,624   

18 その他  200,008 1,452,933 27.7 191,561 1,484,000 28.5 

営業利益   293,587 5.6  159,453 3.1 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  18,175   21,739   

２ 受取配当金  6,880   7,187   

３ 為替差益  8,920   53,122   

４ 賃貸料収入  9,070   9,070   

５ その他  10,399 53,447 1.0 13,053 104,173 2.0 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  1,105   583   

２ 賃貸料収入原価  3,058   2,951   

３ その他  4,061 8,224 0.2 995 4,530 0.1 

経常利益   338,810 6.4  259,096 5.0 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅵ 特別利益        

１ 固定資産売却益 ※２ 31   4,913   

２ 貸倒引当金戻入益  4,021 4,053 0.1 1,837 6,750 0.1 

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産売却損 ※３ 209   1,708   

２ 固定資産除却損 ※４ 8,585   1,447   

３ リース解約損  - 8,794 0.2 3,106 6,261 0.1 

税金等調整前 
当期純利益 

  334,068 6.3  259,584 5.0 

法人税、住民税 
及び事業税 

 57,351   60,965   

法人税等調整額  △4,849 52,501 1.0 16,197 77,162 1.5 

少数株主利益   52,170 1.0  61,568 1.2 

当期純利益   229,397 4.3  120,853 2.3 
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(3)連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   758,014  758,014 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   758,014  758,014 

      

(利益剰余金の部)      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   7,420,799  7,529,806 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

 １ 当期純利益  229,397 229,397 120,853 120,853 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

 １ 従業員奨励及び 
   福利基金繰入額 

 6,261  5,831  

 ２ 配当金  109,828  91,453  

 ３ 役員賞与  4,300 120,389 2,900 100,184 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   7,529,806  7,550,475 
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 
  

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  334,068 259,584 
減価償却費  147,641 176,466 
固定資産売却益  △31 △4,913 

固定資産売却損  - 1,708 
固定資産除却損  5,379 1,447 
貸倒引当金の減少額  △9,933 △14,423 
賞与引当金の増加額(△は減少額)  1,134 △10,173 

前払年金費用の増加額  △21,798 △5,099 
役員退職慰労引当金の増加額  18,000 18,000 
受取利息及び受取配当金  △26,112 △28,927 

支払利息  1,105 583 
為替差益  △6,972 △45,012 
売上債権の減少額  109,893 102,304 
たな卸資産の減少額  55,091 15,717 

仕入債務の増加額(△は減少額)  98,702 △108,257 
未払消費税等の増加額(△は減少額)  △24,465 19,230 
役員賞与の支払額  △4,300 △2,900 

その他  4,412 10,494 

小計  681,815 385,829 

利息及び配当金の受取額  21,844 30,803 

利息の支払額  △1,878 △583 
法人税等の支払額  △147,576 △76,719 

営業活動によるキャッシュ・フロー  554,205 339,331 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出  △1,000,000 △200,000 
定期預金の払戻による収入  350,000 959,056 

有価証券の取得による支出  △1,399,127 △1,499,256 
有価証券の償還による収入  1,800,000 1,100,000 
投資有価証券の取得による支出  - △200,000 
有形固定資産の取得による支出  △118,865 △177,374 

有形固定資産の売却による収入  1,080 8,979 
無形固定資産の取得による支出  △163,363 △55,661 
貸付金の回収による収入  6,460 1,682 

貸付けによる支出  - △4,386 
その他  △ 3,385 △18,594 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △527,199 △85,555 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
配当金の支払額  △109,778 △91,394 
少数株主への配当金の支払額  △15,020 △31,281 

自己株式の取得による支出  △3,194 △510 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △127,993 △123,186 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △4,600 28,541 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少額）  △105,588 159,130 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  906,262 800,673 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  800,673 959,804 
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(5)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しております。 

当該連結子会社は、上海富士克制線有

限公司、上海富士克貿易有限公司、上

海新富士克制線有限公司及び富士克國

際(香港)有限公司の４社であります。 

なお、当連結会計年度において富士克

國際(香港)有限公司を設立したことに

伴い連結子会社としております。 

子会社は全て連結しております。 

当該連結子会社は、上海富士克制線有

限公司、上海富士克貿易有限公司、上

海新富士克制線有限公司及び富士克國

際(香港)有限公司の４社であります。 

 

２ 持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社４社の決算日は、12月31日

であり、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

 ① 有価証券 

   満期保有目的の債券 

    償却原価法(定額法) 

   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

部分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。) 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

 ① 有価証券 

   満期保有目的の債券 

同左 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

同左 

     時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

    時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

   製品・原材料・仕掛品 

親会社は後入先出法による低

価法、連結子会社４社は、移

動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 

    貯蔵品 

    最終仕入原価法 

   貯蔵品 

        同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ① 有形固定資産 

   親会社では平成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、それ以

外のものについては定率法、連

結子会社は、定額法によってお

ります。 

   なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、親会社は法人税法に

規定する方法と同一の基準によ

っております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ① 有形固定資産 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ② 無形固定資産 
   親会社は定額法によっておりま

す。 
   なお、ソフトウェア(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。 

   また、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。 

   連結子会社は、合弁期間等に亘
って均等償却を行っておりま
す。 

 ② 無形固定資産 
同左 

  ③ 長期前払費用 
   均等償却によっております。 
   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。 

 ③ 長期前払費用 
同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 
 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
回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 
 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

支出に備えるため、支給見込額
基準に基づき計上しておりま
す。 

 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、当連結会計年度末における
退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき、当連結会計年度
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。 

   過去勤務債務は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内
の一定年数(７年)による定額法
により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会
計年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一定
年数(７年)による定額法により
按分した額をそれぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処理する
こととしております。 

   なお、当連結会計年度末におい
ては、年金掛金が退職給付費用
を超過したため超過額を前払年
金費用として処理しておりま
す。 

 ③ 退職給付引当金 
同左 

  ④ 役員退職慰労引当金 
   役員の退職に伴う退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づ
く連結会計年度末要支給額を計
上しております。 

 ④ 役員退職慰労引当金 
同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 
  リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファ
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。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 
同左 

 (5) その他連結財務諸表作成のための
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) その他連結財務諸表作成のための
重要な事項 

   消費税等の会計処理 
        同左 

 

５ 連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

子会社の資産及び負債の評価について
は、全面時価評価法を採用しておりま
す。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関
する事項 

該当事項はありません。 同左 

７ 利益処分項目等の取扱い
に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益
処分について連結会計年度中に確定し
た利益処分に基づいて作成しておりま
す。 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲 

連結キャッシュ・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っております。 

同左 

 
会計処理方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度から「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」(企業会計基準委員会 平成15

年10月31日企業会計基準適用指針第６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。 
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追加情報 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律

第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人

事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い、

法人事業税の付加価値割及び資本割については、販

売費及び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が9,007千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益が9,007千円減少しております。 

 

――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 当社の発行済株式総数 

普通株式 7,340,465株
 

※１ 当社の発行済株式総数 

普通株式 7,340,465株
 

※２ 当社が保有する自己株式の数 

普通株式 24,201株
 

※２ 当社が保有する自己株式の数 

普通株式 24,901株
 

 
(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費並びに当期製造費用に含ま

れる研究開発費 

70,625千円 

※１ 販売費及び一般管理費並びに当期製造費用に含ま

れる研究開発費 

73,945千円 

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 31千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 4,913千円
 

※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 209千円
 

※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 1,692千円

    その他                              16千円 

計 1,708千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 7,197千円

機械装置及び運搬具 437千円

その他 950千円

計 8,585千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 263千円

機械装置及び運搬具 760千円

その他 423千円

計 1,447千円
 

 
(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 2,100,673千円 

有価証券勘定 599,647千円 

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△1,300,000千円 

３ヶ月を超える 
満期保有目的の債券 

△599,647千円 

現金及び現金同等物 800,673千円 
 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 1,959,804千円 

有価証券勘定 999,656千円 

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△1,000,000千円 

３ヶ月を超える 
満期保有目的の債券 

△999,656千円 

現金及び現金同等物 959,804千円 
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(リース取引関係) 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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) 

機械及び 
装置 

162,986 99,125 63,861 

工具器具
及び備品 

34,015 23,873 10,141 

合計 197,001 122,998 74,002 

  

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) 

機械及び 
装置 

174,715 122,061 52,654 

工具器具
及び備品 

13,170 9,261 3,908 

合計 187,885 131,322 56,562 

  

 ２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 33,135千円 

１年超 43,194千円 

計 76,330千円 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 32,578千円 

１年超 25,599千円 

計 58,178千円 
 

 ３ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 52,522千円

減価償却費相当額 49,582千円

支払利息相当額 1,924千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 36,327千円

減価償却費相当額 34,540千円

支払利息相当額 1,157千円
 

 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 

 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 

 

 

 

 

(減損会計について) 

  リース資産に配分された減損損失 

  はありませんので、項目等の記載は 

  省略しております。 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 
 

種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

   

株式 318,012 1,148,795 830,782 

小計 318,012 1,148,795 830,782 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

－ － － 

小計 － － － 

合計 318,012 1,148,795 830,782 

 
２．時価評価されていない主な有価証券 

 

種類 連結貸借対照表計上額(千円) 

(1) 満期保有目的の債券 
   コマーシャル・ペーパー 

599,647 

(2) その他有価証券 
   非上場株式 

3,799 

 
３．満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 

種類 １年以内(千円) 
１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超(千円) 

(1) 債券 
コマーシャル・ペーパー 

599,647 － － － 

合計 599,647 － － － 
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当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 
 

種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

   

株式 318,012 1,978,487 1,660,474 

小計 318,012 1,978,487 1,660,474 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

－ － － 

小計 － － － 

合計 318,012 1,978,487 1,660,474 

 
２．時価評価されていない主な有価証券 

 

種類 連結貸借対照表計上額(千円) 

(1) 満期保有目的の債券 
   コマーシャル・ペーパー 

999,656 

(2) その他有価証券 
   非上場株式 

3,799 

 
３．満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 

種類 １年以内(千円) 
１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超(千円) 

(1) 債券 
コマーシャル・ペーパー 

999,656 － － － 

合計 999,656 － － － 

 

(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 
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(退職給付関係) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１．採用している退職給付制度の概要 

親会社は、平成12年３月１日より勤続１年以上で退職する従業員の全てを対象とした支給額の

100％とする確定給付型制度としての適格退職年金制度を採用しております。 

 
２．退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日) 

①退職給付債務 △1,175,219千円

②年金資産 1,082,079千円

③未積立退職給付債務(①＋②) △93,140千円

④未認識数理計算上の差異 109,966千円

⑤未認識過去勤務債務 33,321千円

⑥前払年金費用(③＋④＋⑤) 50,148千円
 

 
３．退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 49,688千円

②利息費用 27,775千円

③期待運用収益 △25,965千円

④数理計算上の差異の費用処理額 35,891千円

⑤過去勤務債務の費用処理額 11,107千円

⑥退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤) 98,497千円
 

 
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

②割引率 2.5％ 

③期待運用収益率 2.8％ 

④数理計算上の差異の処理年数 ７年(発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数による定額法により、翌連結会計年度から費用

処理することとしております。) 

⑤過去勤務債務の処理年数 ７年(発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数による定額法により、費用処理しております。) 
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当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１．採用している退職給付制度の概要 

親会社は、平成12年３月１日より勤続１年以上で退職する従業員の全てを対象とした支給額の

100％とする確定給付型制度としての適格退職年金制度を採用しております。 

 
２．退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 

①退職給付債務 △1,122,442千円

②年金資産 1,344,754千円

③積立超過退職給付債務(①＋②) 222,311千円

④未認識数理計算上の差異 △189,278千円

⑤未認識過去勤務債務 22,214千円

⑥前払年金費用(③＋④＋⑤) 55,247千円
 

 
３．退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 50,372千円

②利息費用 29,380千円

③期待運用収益 △32,462千円

④数理計算上の差異の費用処理額 32,782千円

⑤過去勤務債務の費用処理額 11,107千円

⑥退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤) 91,180千円
 

 
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

②割引率   2.5％ 

③期待運用収益率   3.0％ 

④数理計算上の差異の処理年数 ７年(発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数による定額法により、翌連結会計年度から費用

処理することとしております。) 

⑤過去勤務債務の処理年数 ７年(発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数による定額法により、費用処理しております。) 
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(税効果会計関係) 
 

 
前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

未払法定福利費損金不算入 4,558千円 

未払事業税等損金不算入 6,559千円 

賞与引当金損金不算入 40,321千円 

貸倒引当金繰入限度超過額 2,410千円 

減価償却限度超過額 7,526千円 

有価証券評価損損金不算入 2,269千円 

役員退職慰労引当金損金不算入 62,312千円 

IT税制繰越控除 2,123千円 

未実現利益に係る一時差異 7,679千円 

その他 312千円 

繰延税金資産合計 136,074千円 

繰延税金負債  

前払年金費用に係る一時差異 △20,360千円 

特別償却準備金に係る一時差異 △3,364千円 

固定資産圧縮積立金に係る一時差異 △3,327千円 

その他有価証券評価差額金 △337,297千円 

その他 △3,144千円 

繰延税金負債合計 △367,495千円 

繰延税金負債の純額 △231,421千円 
   

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

未払法定福利費損金不算入 4,184千円 

未払事業税等損金不算入 6,569千円 

賞与引当金損金不算入 36,190千円 

減価償却限度超過額 7,186千円 

有価証券評価損損金不算入 2,269千円 

役員退職慰労引当金損金不算入 69,620千円 

未実現利益に係る一時差異 10,570千円 

その他 447千円 

繰延税金資産合計 137,039千円 

繰延税金負債  

前払年金費用に係る一時差異 △22,430千円 

特別償却準備金に係る一時差異 △2,243千円 

固定資産圧縮積立金に係る一時差

異 
△3,088千円 

子会社の留保利益に係る税効果 △18,300千円 

その他有価証券評価差額金 △674,152千円 

その他 △425千円 

繰延税金負債合計 △720,640千円 

繰延税金負債の純額 △583,601千円 

  
   

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

 交際費等永久に損金に 

 算入されない額 
0.7 

 法人住民税均等割額 1.4 

 受取配当等永久に益金に 

 算入されない額 
△0.4 

 外国税額控除 △15.3 

在外連結子会社の還付税額 △2.3 

 IT税制特別控除等 △5.2 

同族会社の留保金額に係る法人税額 1.0 

 在外連結子会社の優遇税制に伴う軽

減税額等 
△18.2 

受取配当金の消去に伴う税効果未認

識額 
13.5 

その他 △0.1 

 税効果会計適用後の法人税等の 

 負担率 
15.7％

   

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

 交際費等永久に損金に 

 算入されない額 
0.8 

 法人住民税均等割額 1.8 

 受取配当等永久に益金に 

 算入されない額 
△0.6 

 外国税額控除 △11.1 

IT税制特別控除等 △3.3 

在外連結子会社の当期純損失に係る 

税効果未認識 
△4.8 

在外連結子会社の優遇税制に伴う軽

減税額等 
△10.9 

 受取配当金の消去に伴う税効果未認

識額 
16.5 

その他 0.7 

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率 
29.7％ 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社及び連結子会社は、縫い糸・刺しゅう糸の製造、販売のみを事業として行っておりますので、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社及び連結子会社は、縫い糸・刺しゅう糸の製造、販売のみを事業として行っておりますので、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

 
日本 
(千円) 

中国 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 4,614,545 629,197 5,243,742 ― 5,243,742 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

229,431 530,495 759,927 (759,927) ― 

計 4,843,977 1,159,692 6,003,670 (759,927) 5,243,742 

営業費用 4,715,047 992,559 5,707,607 (757,452) 4,950,154 

営業利益 128,929 167,133 296,063 (2,475) 293,587 

Ⅱ 資産 10,599,224 1,497,762 12,096,986 (928,195) 11,168,791 

 
当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 
日本 
(千円) 

中国 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 4,358,444 842,395 5,200,839 ― 5,200,839 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

325,671 476,962 802,633 (802,633) ― 

計 4,684,115 1,319,357 6,003,473 (802,633) 5,200,839 

営業費用 4,680,933 1,149,746 5,830,679 (789,292) 5,041,386 

営業利益 3,182 169,611 172,794 (13,340) 159,453 

Ⅱ 資産 11,374,874 1,702,571 13,077,446 (919,497) 12,157,948 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 中国 

Ⅰ 海外売上高(千円) 629,197 

Ⅱ 連結売上高(千円) 5,243,742 

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 12.0 

(注) 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 
当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 中国 

Ⅰ 海外売上高(千円) 842,395 

Ⅱ 連結売上高(千円) 5,200,839 

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 16.2 

(注) 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

【関連当事者との取引】 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 同左 

 
(１株当たり情報) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,319円10銭
 

１株当たり純資産額 1,408円32銭
 

１株当たり当期純利益金額 30円94銭
 

１株当たり当期純利益金額 16円20銭
 

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。 

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株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益(千円) 229,397 120,853 

普通株主に帰属しない金額(千円) 2,900 2,300 

(うち利益処分による役員賞与金) (2,900) (2,300)

普通株式に係る当期純利益(千円) 226,497 118,553 

普通株式の期中平均株式数(株) 7,319,902 7,315,897 

 
(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 

                                        （単位：千円） 

期別 

品目 

前連結会計年度 

(自 平成16年4月 1 日 

至 平成17年3月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年4月 1 日 

 至 平成18年3月31日) 

 

増減率 

（％） 

家  庭  糸 
絹     糸 

合  繊  糸 

470,979 

1,525,163 

404,701 

1,417,437 

△14.1 

△7.1 

   小   計 1,996,142 1,822,139 △8.7 

工  業  糸 合  繊  糸 2,530,138 2,365,067 △6.5 

   合   計 4,526,281 4,187,206 △7.5 

（注）金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

  受注生産は行っておりません。 

 

(3) 販売実績 

  品目別売上高                                （単位：千円） 

期別 

品目 

前連結会計年度 

(自 平成16年4月 1 日 

 至 平成17年3月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年4月1日 

  至 平成18年3月31日) 

 

増減率 

（％） 

家  庭  糸 
絹         糸 

合    繊    糸 

415,947 

1,491,572 

396,235 

1,470,772 

△4.7 

△1.4 

   小     計 1,907,519 1,867,008 △2.1 

工  業  糸 合    繊    糸 3,210,815 3,241,377 1.0 

そ の 他 原材料及び半製品 125,407 92,453 △26.3 

   合     計 5,243,742 5,200,839 △0.8 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


