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平成 19 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 

    平成 18 年 8 月 10 日 
上場会社名 株式会社カワムラサイクル （コード番号：７３１１  東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.kawamura-cycle.co.jp/ ）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長 村山 民生 ＴＥＬ：（078）969―2800（代表）

 責任者役職・氏名 
専 務 取 締 役

管 理 本 部 長
久保 拓司  

 
１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 
     （内容） 

・役員賞与に係る会計基準・・・「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 

   ・貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準・・・「貸借対照表の純資産の部の表示に関す
     る会計基準」（企業会計基準第５号 平成 17 年 12 月 9 日）及び「貸借対照表の純資産の部の
     表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第 8 号 平成 17 年 12 月 9 日）
     を適用しております。 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 無 
④ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開
示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基
準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成 19 年 3 月期 第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況  
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 

純 利 益       
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年 3 月期第 1 四半期  1,012 △17.6  85 △38.7  32 △76.3  64 △13.7
18 年 3 月期第 1 四半期  1,228 9.1  138 25.8  136 28.7  75 30.6
(参考)18 年 3 月期  4,398 3.6  430 4.9  439 17.8  228 2.6

 

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

19 年 3 月期第 1 四半期  3,059 82  － －

18 年 3 月期第 1 四半期  3,547 14  － －

(参考)18 年 3 月期  10,324 95  － －

 (注)１ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
  ２ 各期の 1 株当たり情報の基礎となった期中平均株式数（連結）は下記のとおりであります。 

 平成 19 年 3 月期第１四半期 21,200 株 
 平成 18 年 3 月期第１四半期 21,200 株 
 平成 18 年 3 月期 21,200 株 

  ３  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
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［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 
 
 当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰等による原材料価格の上昇傾向が見られるも

のの、雇用情勢の改善や、個人消費の緩やかな改善等により安定的に推移致しました。 
当業界におきましては、本年 4 月から新介護保険制度がスタート致しました。新制度の施行により、

軽度の要介護認定者（要支援１、要支援２及び要介護１）に対する車いす等の福祉用具の貸与（利用）

費につき保険給付の対象でなくなったことによる貸与事業者らの買い控えや、介護施設等における施

設給付の見直しによる介護施設事業者らの慎重な対応等が見られ事業環境は厳しいものとなりまし

た。 

一方、65 歳以上の高齢者人口は、平成 18 年 4 月 1 日現在、2,606 万人（総務省、平成 18 年 4 月公

表の「人口推計月報」より。）と推計されておりますが、今後も増加を続け、平成 30 年には 3,400 万

人以上（国立社会保障・人口問題研究所、平成 14年 1 月推計、「日本の将来推計人口」より。）になる

と推計されており、新制度は、介護費用の急激な拡大を抑制する内容となっていることと想定されま

す。 
こうした事業環境の中、当社グループは、新制度の骨子に沿うべく新ブランド「あい＆ゆうき（愛

と勇気）」を立ち上げました。新ブランド「あい＆ゆうき」は、時代の変化を捉え、市場ニーズを的確

に製品や販売方法に反映させ、その過程自体が、当社の新しいビジネスモデルとして事業の中核とし

て成長するべく、当第１四半期において、全社をあげて、積極的に開発を行い、製品ラインナップの

充実を図り、早期に量産体制を整えいちはやく上市すべく全力を尽くして参りました。 
その他、特色のある新製品の開発・販売を行い、平成 18 年 3 月に設立致しました河村（厦門）貿易

有限公司の有効活用による当社グループ全体としての効果的な海外展開の強化等を図ることにより国

内外での市場深耕を行いました。加えて、当社グループ及び海外の生産委託先企業は相互に協力して

合理化・効率化によるコスト削減等の経営努力を致しました。 
以上の結果、当第１四半期は売上高 1,012 百万円（前年同期比 17.6％減）、営業利益 85 百万円（同  

38.7％減）、経常利益 32 百万円（同 76.3％減）、当四半期純利益 64 百万円（同 13.7％減）となりまし

た。 
なお、当第 1 四半期は、通貨オプション取引について時価会計による会計処理を適用したため、営

業外損益として、デリバティブ評価損 50 百万円を計上しております。この通貨オプション取引は、

当社の通常業務のために必要な範囲の取引であり、投機的な取引ではありません。 
 当第１四半期以降、各四半期の決算において通貨オプション取引については時価会計による会計処

理を行うこととなったため、経常利益については、通貨オプション取引の残高における時価の影響を

常に受けることとなります。 
 また、当第１四半期は、法人税等還付金として 52 百万円を計上しております。 
 

 

 品目別売上高 

（百万円未満切捨） 
平成 18 年３月期 

第１四半期 
（前四半期） 

平成 19 年３月期 
第１四半期 
（当四半期） 

前期（通期） 
 
 

金 額 構成比 金 額 構成比

対前年

増減率

金 額 構成比 
 

標 準 車 い す 
百万円 

719 
％ 

58.5 
百万円

547
％

54.0
％

△23.9
百万円 
2,481 

％ 
56.4 

特 殊 車 い す 286 23.4 268 26.5 △6.5 1,118 25.4 
電 動 車 い す 50 4.1 50 5.0 0.1 167 3.8 
その他福祉用品 146 11.9 122 12.1 △14.7 552 12.6 
そ の 他 25 2.1 24 2.4 △4.9 78 1.8 
合 計 1,228 100.0 1,012 100.0 △17.6 4,398 100.0 
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(2) 連結財政状態の変動状況 
 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

19 年 3 月期第 1 四半期 5,036 2,897 55.6 132,004  22 
18 年 3 月期第 1 四半期 5,483 2,629 48.0 124,032  60 
(参考)18 年 3 月期 5,272 2,808 53.3 132,015  32 

 
(3) 連結キャッシュ・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

19 年 3 月期第 1 四半期  △82  5  △131  937 
18 年 3 月期第 1 四半期  △20  △45  53  976 
(参考)18 年 3 月期  325  △160  △24  1,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．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 
 百万円 百万円 百万円

中  間  期 2,155 255 140 
通     期 4,184 470 260 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）12,264 円 15 銭 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
 

当第１四半期における連結財政状態については、前連結会計年度末と比較して大きな変動はあり

ません。 
（連結キャッシュ・フローの状況） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、82 百万円の減少となりました。これは、主に仕入債務の

減少額 93 百万円、たな卸資産の減少額 53 百万円及び法人税等の支払額 130 百万円によるものであ

ります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、5 百万円の増加となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、131 百万円の減少となりました。これは、短期借入金の

減少額 53 百万円、長期借入金の返済による支出 35 百万円及び配当金の支払額 43 百万円によるもの

であります。 
以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は、前連結会計年度末と比較して 209 百

万円減少し、937 百万円となりました。 

［業績予想に関する定性的情報等］ 
 

本年 5 月 19 日に開示致しました平成 19 年 3 月期の連結業績予想（中間期及び通期）に変更はあり

ません。 
 当第１四半期連結会計期間の業績は、新介護保険制度の影響やデリバティブ評価損の発生があり、

厳しい状況で推移致しました。 
 現在、新介護保険制度の施行に伴う対応策や新ブランド「あい＆ゆうき」を積極的に推進しており、

現在のところ変更の必要はないと考えております。 
  
なお、上記の予想は、本資料の発表時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

確実な要因にかかる本資料発表時現在における仮定を前提に作成したものであり、実際の業績は、今

後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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四半期連結財務諸表等 
(1) 四半期連結財務諸表 

① 四半期連結貸借対照表 

                     

 

 

 

前第１四半期 

連結会計期間末 

（平成17年６月30日現在）

当第１四半期 

連結会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日現在）

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   997,000 962,033  1,208,744

２．受取手形及び売掛金   955,782 801,899  795,298

３．有価証券   10,059 10,060  10,059

４．たな卸資産   627,067 645,634  698,737

５．繰延ヘッジ損失   89,038 ―  ―

６．その他   113,550 214,911  158,810

貸倒引当金   △2,297 △606  △558

流動資産合計   2,790,201 50.9 2,633,933 52.3  2,871,091 54.5

Ⅱ 固定資産    

(1)有形固定資産    

１．建物及び構築物 ※1.2  802,575 810,490  820,315

２．土地 ※2  927,597 1,042,169  1,042,169

３．その他 ※1  232,905 257,031  244,335

 有形固定資産合計   1,963,078 35.8 2,109,691 41.9  2,106,820 40.0

(2)無形固定資産    

１．連結調整勘定   68,908 104,322  110,859

２．その他   39,222 62,871  54,143

 無形固定資産合計   108,131 2.0 167,194 3.3  165,003 3.1

(3)投資その他の資産    

１．繰延ヘッジ損失   288,832 ―  ―

２．その他   335,699 125,863  129,502

貸倒引当金   △2,149 △84  △237

  投資その他の資産合計   622,382 11.3 125,779 2.5  129,264 2.4

固定資産合計   2,693,592 49.1 2,402,664 47.7  2,401,088 45.5

資産合計   5,483,794 100.0 5,036,597 100.0  5,272,179 100.0
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前第１四半期 

連結会計期間末 

（平成17年６月30日現在）

当第１四半期 

連結会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日現在）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

  (％)
金額（千円） 

構成比 

  (％)  
金額（千円） 

構成比

  (％)  

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金   203,852 128,828  224,551

２．短期借入金 ※2  774,000 762,000  815,000

３．１年以内返済予定の長

期借入金 

※2 
 

 140,772 140,772  140,772

４．賞与引当金   66,680 75,867  51,776

５．デリバティブ負債 
 
 

 89,038 55,703  33,133

６．その他   235,800 124,120  213,107

流動負債合計   1,510,143 27.5 1,287,293 25.6  1,478,341 28.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※2  824,795 695,106  728,657

２．退職給付引当金   17,286 19,496  19,773

３．役員退職慰労引当金 
 
 

 53,685 ―  59,773

４．デリバティブ負債   288,832 77,243  79,642

５．長期未払金   ― 60,252  ―

６．その他   21,787 ―  ―

固定負債合計   1,206,386 22.0 852,098 16.9  887,846 16.9

負債合計   2,716,530 49.5 2,139,391 42.5  2,366,188 44.9

  

（少数株主持分）    

少数株主持分   137,772 2.5 ―  97,266 1.8

  

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   974,550 17.8
―

 974,550 18.5

Ⅱ 資本剰余金   1,006,900 18.4
―

 1,006,900 19.1

Ⅲ 利益剰余金   654,886 11.9
―

 808,575 15.3

Ⅳ その他有価証券評価差

額金 
 
 

 2,525 0.0
―

 3,543 0.1

Ⅴ 為替換算調整勘定   △9,370 △0.1
―

 15,156 0.3

資本合計   2,629,491 48.0
―

 2,808,724 53.3

負債、少数株主持分及び

資本合計 
  5,483,794 100.0

―
 5,272,179 100.0
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前第１四半期 

連結会計期間末 

（平成17年６月30日現在）

当第１四半期 

連結会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日現在）

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    

１．資本金   ― 974,550 19.3  ―

２．資本剰余金   ― 1,006,900 20.0  ―

３．利益剰余金   ― 799,843 15.8  ―

株主資本合計   ― ― 2,781,293 55.2  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価

差額金 
  ― ― 2,025 0.0  ― ―

２．為替換算調整勘定   ― ― 15,169 0.3  ― ―

評価・換算差額等合計   ― ― 17,195 0.3  ― ―

Ⅲ 少数株主持分   ― ― 98,716 2.0  ― ―

純資産合計   ― ― 2,897,206 57.5  ― ―

負債・純資産合計   ― ― 5,036,597 100.0  ― ―
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② 四半期連結損益計算書 

                   

前第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日）

当第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日）

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（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 

 (％)
金額（千円） 

百分比

 (％)  

Ⅰ 売上高   1,228,638 100.0 1,012,623 100.0  4,398,297 100.0

Ⅱ 売上原価   778,920 63.4 621,675 61.4  2,725,561 62.0

売上総利益   449,718 36.6 390,947 38.6  1,672,736 38.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．運賃  41,589 42,821 167,579 

２．報酬・給料及び諸手当  90,156 98,103 408,326 

３．賞与引当金繰入額  16,310 17,691 38,022 

４．退職給付引当金繰入額  746 1,220 2,885 

５．役員退職慰労引当金繰

入額 
 2,120 2,030 8,208 

６. 貸倒引当金繰入額  ― 48 ― 

７．その他  159,872 310,794 25.3 143,816 305,733 30.2 617,165 1,242,188 28.2

営業利益   138,924 11.3 85,213 8.4  430,547 9.8

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  0 629 533 

２．受取配当金  148 350 3,566 

３．受取家賃  843 830 3,224 

４．為替差益  1,100 ― 17,780 

５．その他  1,683 3,775 0.3 2,030 3,840 0.4 6,110 31,215 0.7

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  4,355 4,302 17,312 

２．為替差損  ― 1,564 ― 

３．デリバティブ評価損  ― 50,171 ― 

４．その他  1,939 6,294 0.5 683 56,721 5.6 5,369 22,681 0.5

経常利益   136,405 11.1 32,332 3.2  439,082 10.0

Ⅵ 特別利益    

１．貸倒引当金戻入益  84 ― 1,957 

２．その他  ― 84 0.0 ― ― ― 1,469 3,427 0.1

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損  ― ― 390 

２．デリバティブ評価損  ― ― ― ― ― ― 25,932 26,323 0.6
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前第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日）

当第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日）

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（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 

(％)
金額（千円） 

百分比

(％)

    税金等調整前第１四  

半期（当期）純利益 
  136,489 11.1 32,332 3.2  416,186 9.4

法人税、住民税及び

事業税 
 59,170   42,716   196,350   

法人税等調整額  △4,471 △24,569 △22,377 

法人税等還付金  ― 54,698 4.5 △52,128 △33,981 △3.4 ― 173,973 3.9

少数株主利益  6,591 0.5 1,445 0.1  13,324 0.3

第１四半期（当期） 

純利益 
 
 

 75,199 6.1 64,868 6.4  228,888 5.2
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③ 四半期連結株主資本等変動計算書 
当第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至  平成 18 年６月 30 日） 

株主資本 
                     

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（千円） 974,550 1,006,900 808,575 2,790,025 

 第１四半期連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 △63,600 △63,600 

 利益処分による役員賞与 △10,000 △10,000 

 四半期純利益 64,868 64,868 

 株主資本以外の項目の 

 第１四半期連結会計期間中の変動額 

（純額） 

  

 第１四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
― ― △8,731 △8,731 

 平成18年６月30日残高（千円） 974,550 1,006,900 799,843 2,781,293 

 
 

評価･換算差額等 

                     その他 

有価証券 

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成18年３月31日残高（千円） 3,543 15,156 18,699 97,266 2,905,991 

 第１四半期連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △63,600 

 利益処分による役員賞与  △10,000 

 四半期純利益  64,868 

 株主資本以外の項目の 

 第１四半期連結会計期間中の変動額 

（純額） 

△1,517 13 △1,503 1,450 △53 

 第１四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
△1,517 13 △1,503 1,450 △8,784 

 平成18年６月30日残高（千円） 2,025 15,169 17,195 98,716 2,897,206 
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④ 四半期連結剰余金計算書 

                     

前第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

区分 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  1,006,900      1,006,900 

Ⅱ 資本剰余金第１四半期期末 

（期末）残高 
 1,006,900  1,006,900

     

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高  646,186  646,186 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

第１四半期（当期）純利益 75,199 75,199 228,888 228,888 

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１．配当金 53,000 53,000  

２．役員賞与 13,500 66,500 13,500 66,500 

Ⅳ 利益剰余金第１四半期期末 

(期末)残高 
 654,886  808,575 
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⑤ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

当第１四半期 

連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

(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） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 
 
 

   

１． 税金等調整前第１四半期 

（当期）純利益 
 
 

136,489 32,332 416,186 

２．減価償却費  19,983 20,268 85,295 

３．連結調整勘定償却額  3,860 6,537 15,443 

４．貸倒引当金の減少額 
 
 

△84 △105 △3,734 

５．賞与引当金の増加額 
 
 

23,400 24,091 8,496 

６．退職給付引当金の増減額（△減少）  1,059 △277 3,546 

７．役員退職慰労引当金の減少額  △8,054 △59,773 △1,966 

８．受取利息及び受取配当金  △148 △979 △4,100 

９．支払利息  4,355 4,302 17,312 

10．為替差損益  △2,536 7 △14,066 

11．固定資産売却益  ― ― △1,469 

12. 固定資産除却損  ― ― 341 

13．役員賞与支払額  △13,500 △10,000 △13,500 

14．売上債権の増減額（△増加） 
 
 

△101,786 △6,494 67,478 

15．たな卸資産の増減額（△増加）  △11,518 53,050 △72,328 

16．仕入債務の増減額（△減少）  54,577 △93,683 77,185 

17．その他  △16,652 80,686 △36,066 

小計  89,446 49,963 544,052 

18.利息及び配当金の受取額  148 979 4,100 

19.利息の支払額  △4,156 △3,670 △17,733 

20.法人税等の支払額  △105,459 △130,020 △204,511 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
 
 

△20,020 △82,746 325,908 
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前第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

当第１四半期 

連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

(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） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１．定期預金の預入に伴う支出  △1,200 △32,154 △44,551 

２．定期預金の解約による収入  ― 69,704 994 

３．有形固定資産の取得による支出     △29,148 △21,558 △205,320 

４．有形固定資産の売却による収入  ― ― 4,908 

５．無形固定資産の取得による支出   △18 △10,468 △14,058 

６．投資有価証券の取得による支出  △15,139 △150 △17,932 

７．投資有価証券の売却による収入  ― ― 201,280 

８．出資金の回収による収入  10 ― 31,794 

９．関係会社出資金取得による支出  ― ― △118,052 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △45,496 5,371 △160,939 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１．短期借入金の純増減額（△減少）  124,000 △53,000 165,000 

２．長期借入による収入  ― ― 2,807 

３．長期借入金の返済による支出  △35,193 △35,193 △140,772 

４．配当金の支払額  △35,444 △43,396 △52,005 

財務活動によるキャッシュ・フロー  53,362 △131,589 △24,969 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  5,134 △194 22,366 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △7,020 △209,159 162,366 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  983,944 1,146,310 983,944 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末 

(期末) 残高 
976,923 937,151 1,146,310 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第１四半期連結会計期間 

 (自 平成17年４月１日 

 至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

  (自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

(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 

(1) 連結子会社の数 １社 

  子会社は全て連結しており

ます。 

  連結子会社名 

  漳州立泰医療康復器材有限

公司 

(1) 連結子会社の数  ２社 

  子会社は全て連結しており

ます。 

  連結子会社名 

漳州立泰医療康復器材有限

公司 

河村（厦門）貿易有限公司 

 

(1) 連結子会社の数  ２社 

  子会社は全て連結しており

ます。 

  連結子会社名 

漳州立泰医療康復器材有限

公司 

河村（厦門）貿易有限公司 

当連結会計年度中に設立

した河村（厦門）貿易有限

公司を新たに連結の範囲に

含めております。 

２．持分法の適用に関

する事項 

持分法の適用対象となる 

関連会社等はありません。 

同左 

 

同左 
 

３．連結子会社の四半

期決算日（決算

日）等に関する事

項 

連結子会社の漳州立泰医療

康復器材有限公司の第１四半

期決算日は、３月31日であり

ます。 

四半期連結財務諸表の作成

に当たっては、同第１四半期

決算日現在の財務諸表を使用

しております。ただし、４月

１日から四半期連結決算日６

月30日までの期間に発生した

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。 

連結子会社の漳州立泰医療

康復器材有限公司及び河村

（厦門）貿易有限公司の第１

四半期決算日は、３月31日で

あります。 

四半期連結財務諸表の作成

に当たっては、同第１四半期

決算日現在の財務諸表を使用

しております。ただし、４月

１日から四半期連結決算日６

月30日までの期間に発生した

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。 

 

連結子会社の漳州立泰医療

康復器材有限公司及び河村（厦

門）貿易有限公司の決算日は、

12月31日であります。 

連結財務諸表の作成に当た

っては、同決算日現在の財務諸

表を使用しております。ただ

し、１月１日から連結決算日３

月31日までの期間に発生した

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。

 

(1) 重要な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 

第１四半期連結会計

期間末日の市場価格

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）を採用し

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 

    その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要な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 

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）を採用して

おります。 

４．会計処理基準に関

する事項 

時価のないもの 

移動平均法による原

価法を採用しており

ます。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左  
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項目 

前第１四半期連結会計期間 

 （自 平成17年４月１日 

       至   平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

    至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

② デリバティブ 

時価法を採用しており

ます。 

③ たな卸資産 

(a) 製品、商品、原材料、仕

掛品 

当社及び在外連結子会

社は主として総平均法に

よる原価法を採用してお

ります。ただし、受注生

産の製品・仕掛品は個別

法による原価法によって

おります。 

② デリバティブ 

同左 

 

③ たな卸資産 

(a) 製品、商品、原材料、

仕掛品 

同左 

 

 

 

 

 

 

② デリバティブ 

同左 

 

③ たな卸資産 

(a) 製品、商品、原材料、仕

掛品 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

（b）貯蔵品 

終仕入原価法を採用

しております。 

（b）貯蔵品 

同左 

（b）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 

    当社は定率法を、また、在

外連結子会社は当該国の会

計基準の規定に基づく定額

法を採用しております。 

   ただし、当社は平成10年４

月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）は定額法

を採用しております。 

なお、主な耐用年数は、以

下の通りであります。 

    建物及び構築物   ８～47年 

機械装置及び運搬具 

 ２～15年

 

(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 

(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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

      なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）

に基づいております。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 
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項目 

前第１四半期連結会計期間 

 （自 平成17年４月１日 

  至   平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至   平成18年３月31日） 

 (３) 重要な繰延資産の処理方法

   新株発行費 

支出時に全額費用として

処理しております。 

 (３) 重要な繰延資産の処理方法

  新株発行費 

   支出時に全額費用として

処理しております。 

 

(４) 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、当社は一般債

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。

(４) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

  同左 

 

 

 

 

 

 

(４) 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 

従業員の賞与の支給に備

えるため、支給見込額のうち

第１四半期連結会計期間負

担額を計上しております。

② 賞与引当金 

  同左 

 

 

 

②   賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当

期負担額を計上しておりま

す。 

 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職金の支給に

備えるため、第１四半期連結

会計期間末における退職給

付債務を計上しております。

なお、退職給付引当金の対

象従業員が 300名未満であ

るため、簡便法によってお

り、退職給付債務の金額は第

１四半期連結会計期間末自

己都合要支給額としており

ます。 

 ③ 退職給付引当金 

  同左 

 

  ③ 退職給付引当金 

従業員の退職金の支給に備

えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務を計上

しております。 

なお、退職給付引当金の対

象従業員が 300名未満であ

るため、簡便法によってお

り、退職給付債務の金額は連

結会計年度末自己都合要支

給額としております。 
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項目 

前第１四半期連結会計期間 

 （自 平成17年４月１日 

  至   平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至   平成18年３月31日） 

 

 

 

 

 

 

④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出

に備えて、当社内規に基づく

第１四半期連結会計期間末

要支給額を計上しておりま

す。 

④ 役員退職慰労引当金 

平成18年６月24日開催の 

定時株主総会において、コー

ポレート・ガバナンスの強化

の一環として役員退職慰労

金制度を廃止いたしました。

（追加情報） 

従来、当社は役員の退職慰

労金の支出に備えるため、役

員退職慰労金規程に基づき

期末要支給額を計上してお

りましたが、コーポレート・

ガバナンスの強化の一環と

して役員退職慰労金制度を

廃止し、役員退職慰労金は全

額取崩し、「長期未払金」に

振替えております。 

なお、この変更による損益

に与える影響はありません。

④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に

備えて、当社内規に基づく期

末要支給額を計上しておりま

す。 
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項目 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 重要な外貨建の資産または

負債の本邦通貨への換算の

基準 

外貨建金銭債権債務は、第

１四半期連結会計期間末日

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。な

お、在外子会社等の資産及び

負債は、第１四半期連結決算

日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は少数株主

持分及び資本の部に含めて

計上しております。 

(５) 重要な外貨建の資産または

負債の本邦通貨への換算の

基準 

  同左 

 

(５) 重要な外貨建の資産または

負債の本邦通貨への換算の基

準 

外貨建金銭債権債務は、連

結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。なお、在外子会社等の資

産及び負債は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分及び

資本の部に含めて計上してお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 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。 

(６)  重要なリース取引の処

理方法 

同左 

 

 

 

 

 

(６)  重要なリース取引の処理

方法 

    同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によって

おります 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･･ 

通貨オプション

為替予約 

ヘッジ対象･･･ 

外貨建予定取引 

 (７) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によって 

おります 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･･ 

通貨オプション 

為替予約 

ヘッジ対象･･･ 

外貨建予定取引 
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項目 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

 

 

 

 

 

③ ヘッジ方針 

将来の為替変動によるリ

スク回避を目的に行ってお

り、投機的な取引は行ってお

りません。 

 

 

 

③ ヘッジ方針    

将来の為替変動によるリス

ク回避を目的に行っており、

投機的な取引は行っておりま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の想定元本と

ヘッジ対象に関する重要な

条件が同一であり、かつ、ヘ

ッジ開始時及びその後も継

続して、相場変動またはキャ

ッシュ・フローを完全に相殺

するものと想定することが

できるため、ヘッジの有効性

の判定は省略しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の想定元本とヘ

ッジ対象に関する重要な条件

が同一であり、かつ、ヘッジ

開始時及びその後も継続し

て、相場変動またはキャッシ

ュ・フローを完全に相殺する

ものと想定することができる

ため、ヘッジの有効性の判定

は省略しております。 

  (８) その他第１四半期連結財

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。 

また、控除対象外消費税等

については、第１四半期連結

会計期間の負担すべき期間

費用として処理しておりま

す。ただし、固定資産に係る

控除対象外消費税等につい

ては、投資その他の資産「そ

の他」に計上し、法人税法に

規定する期間（５年間）にわ

たり償却しております。 

(７) その他第１四半期連結財務

諸表作成のための基本となる

重要な事項 

同左 

 

 

 

(８) その他連結財務諸表作成の

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。 

また、控除対象外消費税等

については、当連結会計年度

の負担すべき期間費用として

処理しております。ただし、

固定資産に係る控除対象外消

費税等については、投資その

他の資産「その他」に計上し、

法人税法に規定する期間（５

年間）にわたり償却しており

ます。 

５．四半期連結キャッ

シュ・フロー計算

書（連結キャッシ

ュ・フロー計算

書）における資金

の範囲 

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 同左 
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   会計処理の変更 

 

前第1四半期連結会計期間 

（平成17年６月30日現在） 

 

 

当第1四半期連結会計期間 

（平成18年６月30日現在） 

 

前連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当第１四半期連結会計期間から「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。 

 （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。 

 
（役員賞与に係る会計基準） 

当第１四半期連結会計期間から「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。 

なお、これによる損益に与える影響

はありません。 

 

 
（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間から「貸 

借対照表の純資産の部の表示に関する 

会計基準」（企業会計基準第５号 平成

17 年 12 月９日）及び「貸借対照表の 

純資産の部の表示に関する会計基準等 

の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成 17 年 12 月９日）を適用し 

ております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金 

額は 2,798,489 千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正 

により、当第１四半期連結会計期間に 

おける四半期連結貸借対照表の純資産 

の部については改正後の中間連結財務 

諸表規則により作成しております。 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 
 

前第1四半期連結会計期間末 

（平成17年６月30日現在） 

 

 

当第1四半期連結会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 

 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

は、281,717千円であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のと

おりであります。 

建  物        705,951千円 

土  地        913,594千円  

計      1,619,546千円 

担保付債務は、次のとおりであり

ます。 

短期借入金          30,000千円 

1年以内返済予定の 

長期借入金      122,772千円 

長期借入金       686,292千円  

計        839,064千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

は、363,109千円であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のと

おりであります。 

建  物         669,264千円 

土  地         905,575千円 

計       1,574,839千円 

担保付債務は、次のとおりであり

ます。 

短期借入金          80,240千円 

1年以内返済予定の 

長期借入金       122,772千円

長期借入金       564,540千円 

計        767,552千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

は、344,153千円であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次の

とおりであります。 

建  物        677,319千円 

土  地         913,594千円  

計     1,590,914千円 

担保付債務は、次のとおりであ

ります。 

短期借入金        73,784千円 

1年以内返済予定の  

長期借入金    122,772千円 

長期借入金    595,233千円 

計       791,789千円 

 
 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

 当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

 １ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当第１四半期連結会計

期間増加株式数（株）

当第１四半期連結会計

期間減少株式数（株） 
当第１四半期連結会計

期間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（株） 21,200 ― ― 21,200

  

 ２ 配当に関する事項 

   配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり配当金

（円） 
基準日 効力発生日 

平成 18 年６月 24 日

定時株主総会 
普通株式 63,600 3,000 平成 18年３月 31日 平成 18年６月 26日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
前第1四半期連結会計期間 

 （自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日） 

当第1四半期連結会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

  至   平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（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第１四半期末残

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17年６月30日現在） 

現金及び預金勘定    997,000千円 

有価証券勘定      10,059千円 

預金期間が３か月を 

超える定期預金    △30,136千円 

計      976,923千円 

※ 現金及び現金同等物第１四半期末残

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18年６月30日現在）

現金及び預金勘定    962,033千円 

有価証券勘定      10,060千円 

預金期間が３か月を 

超える定期預金  △34,943千円 

計  937,151千円 

※ 現金及び現金同等物期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定  1,208,744千円 

有価証券勘定     10,059千円 

預金期間が３か月を 

超える定期預金    △72,493千円 

計    1,146,310千円 
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（リース取引関係）   
前第１四半期連結会計期間 

 ( 自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至   平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

（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 

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 

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第１四半期末残

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第１四半期末残

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 

機械装置及び運搬具 

取得価額相当額     6,366千円 

減価償却累計額相当額  2,228千円 

第１四半期末残高相当額 4,137千円 

機械装置及び運搬具 

取得価額相当額     6,366千円 

減価償却累計額相当額  3,501千円 

第１四半期末残高相当額 2,864千円 

機械装置及び運搬具 

取得価額相当額     6,366千円 

減価償却累計額相当額  3,183千円 

期末残高相当額     3,183千円 

（注）取得価額相当額は、未経過リース

料第１四半期末残高が有形固定資産の

第１四半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）取得価額相当額は、未経過リース

料第１四半期末残高が有形固定資産の

第１四半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）取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が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．未経過リース料第１四半期期末残高

相当額 

１年内         1,273千円 

１年超         2,864千円 

合計         4,137千円 

２．未経過リース料第１四半期期末残高

相当額 

１年内         1,273千円 

１年超         1,591千円 

合計         2,864千円 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内         1,273千円 

１年超         1,909千円 

合計         3,183千円

（注）なお、未経過リース料第1四半期末

残高相当額は、有形固定資産の第１四

半期末残高等に占める未経過リース料

第１四半期末残高の割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。 

（注）なお、未経過リース料第1四半期末

残高相当額は、有形固定資産の第１四

半期末残高等に占める未経過リース料

第１四半期末残高の割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。 

（注）なお、未経過リース料期末残高相

当額は、有形固定資産の期末残高等に

占める未経過リース料期末残高の割

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、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料       318千円 

減価償却費相当額     318千円 

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       318千円 

減価償却費相当額     318千円 

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     1,273千円 

減価償却費相当額   1,273千円 

 

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 

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 

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。

（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） 

前第１四半期連結会計期間末（平成 17 年６月 30 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） 四半期連結貸借対照

表計上額（千円） 差額（千円） 

（１）株式 16,694 17,718 1,023 

（２）その他 1,747 2,810 1,062 

合計 18,442 20,528 2,086 

 
 

２．時価のない主な有価証券の内容 

種類 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 214,306 

中期国債ファンド 10,059 

その他 9,951 

 
当第１四半期連結会計期間末（平成 18 年６月 30 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） 
四半期連結貸借対照

表計上額（千円） 
差額（千円） 

（１）株式 17,143 18,738 1,595 

（２）その他 1,747 3,553 1,805 

合計 18,890 22,292 3,401 

 
 

２．時価のない主な有価証券の内容 

種類 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 17,100 

中期国債ファンド 10,060 

その他 5,739 
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前連結会計期間末（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） 

（１）株式 16,992 20,887 3,895 

（２）その他 1,747 3,801 2,054 

合計 18,739 24,688 5,949 

 

 

２．時価のない主な有価証券の内容 

種類 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 17,100 

中期国債ファンド 10,059 

その他   5,739 
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（デリバティブ取引関係） 

   前第１四半期連結会計期間末（平成 17 年 6月 30 日） 

為替予約取引及び通貨オプション取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しており

ますので、注記の対象から除いております。 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成 18 年 6月 30 日） 

通貨関連 

区

分 
種類 契約額等（千円）

契約額等のうち

１年超（千円）
時価（千円） 評価損益（千円）

為替予約取引    

買建  

米ドル 12,650    ―  11,472 △1,177

通貨オプション取引  

売建  

プット 2,896,240 1,048,684  

米ドル （―） （―） △163,652 △163,652

買建  

コール 2,896,240 1,048,684  

米ドル （―） （―） 65,373 65,373

市

場

取

引

以

外

の

取

引 

合計 ―  ― ―  △99,456

（注）１．時価の算定方法 

    期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。 

   ２．通貨オプション取引は、売建・買建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、

オプション料は発生しておりません。 
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前連結会計年度（平成 18 年３月 31 日） 

通貨関連 

区

分 
種類 契約額等（千円）

契約額等のうち

１年超（千円）
時価（千円） 評価損益（千円）

為替予約取引    

買建  

米ドル 12,650 ―  11,703 △946

通貨オプション取引  

売建  

プット 3,553,467 1,415,513  

米ドル （―） （―） △163,645 △163,645

買建  

コール 3,553,467 1,415,513  

米ドル （―） （―） 115,306 115,306

市

場

取

引

以

外

の

取

引 

合計 ―  ― ―  △49,285

（注）１．時価の算定方法 

    期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。 

   ２．通貨オプション取引は、売建・買建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、

オプション料は発生しておりません。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 17 年６月 30 日） 

   当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類・性格、販売市場等の類似性

から判断して、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年６月 30 日） 

   当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類・性格、販売市場等の類似性

から判断して、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 

前連結会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

   当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類・性格、販売市場等の類似性

から判断して、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 17 年６月 30 日） 

  全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める「日本」の割合がいずれも 90%

を超えているため、記載を省略しております。 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年６月 30 日） 

  全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める「日本」の割合がいずれも 90%

を超えているため、記載を省略しております。 

 

前連結会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

  全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める「日本」の割合がいずれも 90%

を超えているため、記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前第１四半期連結会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 17 年６月 30 日） 

 海外売上高が連結売上高の 10%未満であるため、記載を省略しております。 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年６月 30 日） 

 海外売上高が連結売上高の 10%未満であるため、記載を省略しております。 

 

前連結会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

 海外売上高が連結売上高の 10%未満であるため、記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

項目 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

 至 平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間 

 (自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

(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 124,032円60銭 132,004円22銭 132,015円32銭

１株当たり四半期（当期）

純利益 
3,547円14銭 3,059円82銭 10,324円95銭

潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 

 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益 

潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

当社は平成17年5月20日付

で株式1株につき2株の分割を

行っております。 

なお、当該株式の分割が前

期首に行われたと仮定した場

合の1株当たり情報について

は、それぞれ以下のとおりと

なります。 

前第１四半期

連結会計期間
前連結会計年度

１株当たり

純資産額 

１株当たり

純資産額 

91,667円67銭 122,799円30銭

１株当たり四半

期純利益 

１株当たり当期

純利益 

3,426円79銭 11,592円93銭 

 

 

潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 
 

（注） １株当たり四半期(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。 

項目 

前第１四半期連結会計期間

 （自 平成17年４月１日

    至   平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

   至 平成18年３月31日）

四半期（当期）純利益(千円) 75,199 64,868 228,888

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 10,000

（うち利益処分による役員賞与） ― ―      （10,000）

普通株式に係る四半期（当期）純利

益（千円） 
75,199 64,868 218,888

期中平均株式数（株） 21,200 21,200 21,200
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（重要な後発事象） 

前第１四半期連結会計期間 ( 自 平成 17 年４月１日  至 平成 17 年６月 30 日) 

該当事項はありません 

当第１四半期連結会計期間 ( 自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年６月 30 日) 

該当事項はありません 

前連結会計年度 ( 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 

 

 

(2)【その他】 

 該当事項はありません。 
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生産、受注及び販売の状況 
 

１．生産実績 

区分 前第 1四半期連結会計期間
 
当第 1四半期連結会計期間 
 

 
前連結会計年度 

 
標準車いす     （千円） 751,651  602,687  2,539,463  
特殊車いす      （千円） 289,436  304,954  1,144,594  
電動車いす          （千円） 41,039  51,469  155,118  
その他福祉用品      （千円） 134,899  117,527  541,917

その他              （千円） 13,091  17,161  32,456

合計          （千円） 1,230,118  1,093,799  4,413,549

(注) 金額は販売価格によって表示しております。 

 

２．商品仕入実績 

区分 前第 1 四半期連結会計期間
 
当第 1四半期連結会計期間 
 

 
前連結会計年度 

 
その他福祉用品      （千円） 13,697  8,854        33,636  
その他              （千円） 3,646  3,313         22,462  

合計          （千円） 17,343  12,168         56,099  

 

３．受注状況 

  当社では、標準品に関しましては受注日に出荷することを原則としております。また、特注品におき

ましも約２週間で出荷が可能な体制をとっております。従いまして、受注残高は軽微であり、受注実績

の記載を省略しております。 

 

４．販売実績 

区分 前第 1 四半期連結会計期間
 
当第 1四半期連結会計期間 
 

 
前連結会計年度 

 
標準車いす     （千円） 719,123  547,224  2,481,613  
特殊車いす      （千円） 286,871  268,127  1,118,178  
電動車いす          （千円） 50,832  50,874  167,600  
その他福祉用品      （千円） 143,562  122,392  552,619  
その他              （千円） 25,249  24,003  78,286  

合計          （千円） 1,228,638  1,012,623  4,398,297  
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平成 19 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（個別） 
      平成 18 年 8 月 10 日 
上場会社名 株式会社カワムラサイクル （コード番号：７３１１  東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.kawamura-cycle.co.jp/ ）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長 村山 民生 ＴＥＬ：（078）969―2800（代表）

 責任者役職・氏名 
専 務 取 締 役

管 理 本 部 長
久保 拓司  

 
 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 
     （内容） 

・役員賞与に係る会計基準・・・「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 

   ・貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準・・・「貸借対照表の純資産の部の表示に関す
     る会計基準」（企業会計基準第５号 平成 17 年 12 月 9 日）及び「貸借対照表の純資産の部の
     表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第 8 号 平成 17 年 12 月 9 日）
     を適用しております。 

③ 会計監査人の関与 ： 有 
   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等

に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日） 
(1) 経営成績の進捗状況 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 

純 利 益       
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年３月期第 1 四半期  994 △15.6  91 △27.2  38 △69.7  72 △0.5
18 年 3 月期第 1 四半期  1,177 8.7  125 16.8  127 23.9  72 29.2
(参考)18 年 3 月期  4,213 2.0  408 4.8  421 18.6  225 5.7

 

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

19 年 3 月期第 1 四半期  3,424 60  － －

18 年 3 月期第 1 四半期  3,441 34  － －

(参考)18 年 3 月期  10,162 54  － －

(注)１ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
  ２ 各期の 1 株当たり情報の基礎となった期中平均株式数（連結）は下記のとおりであります。 

 平成 19 年 3 月期第１四半期 21,200 株 
 平成 18 年 3 月期第１四半期 21,200 株 
 平成 18 年 3 月期 21,200 株 

  ３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
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(2) 財政状態の変動状況 
 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

19 年 3 月期第 1 四半期 4,776 2,797 58.6 131,966  84 
18 年 3 月期第 1 四半期 5,233 2,646 50.6 124,844  59 
(参考)18 年 3 月期 4,954 2,800 56.5 131,613  91 

 
３．平成 19 年３月期の業績予想（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

 百万円 百万円 百万円

中  間  期 2,066 245 137 
通     期 4,010 450 252 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 11,886 円 79 銭 
 
４．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

        第 1 四半期末 中間期末 第 3 四半期末 期末 その他 年間 
18 年 3 月期 ― ― ― 3,000.00  3,000.00 
19 年 3 月期（実績） ― ― ― ―  － 
19 年 3 月期（予想） ― ― ― 2,500.00  2,500.00 
(注) 18 年３月期期末配当金の内訳は、普通配当 2,500 円、創業 10 周年記念配当 500 円であります。 
 
   上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績

等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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四半期財務諸表等 

(1）四半期財務諸表 

 

  
前第１四半期会計期間末 

（平成17年６月30日現在） 

当第１四半期会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日現在） 

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   831,523
737,224

 953,103

２．受取手形   397,972 359,977  262,136

３．売掛金   538,134 440,878  517,505

４．たな卸資産   537,242 536,044  556,290

５．繰延税金資産   35,654 52,555  28,242

６．繰延ヘッジ損失   89,038 ―  ―

７．その他   65,658 136,375  104,907

貸倒引当金   △2,297 △606  △558

流動資産合計   2,492,928 47.6 2,262,449 47.4  2,421,627 48.9

Ⅱ 固定資産    

(1)有形固定資産    

１．建物 ※1.2  707,814 676,047  684,200

２．土地 ※2  927,597 1,042,169  1,042,169

３．その他 ※1  74,928 58,015  60,016

有形固定資産合計   1,710,340 32.7 1,776,232 37.2  1,786,386 36.1

(2)無形固定資産   10,360 0.2 12,381 0.2  13,269 0.2

(3)投資その他の資産    

１．出資金   313,226 423,809  423,809

２．繰延ヘッジ損失   288,832 ―  ―

３．その他   419,921 301,414  309,306

貸倒引当金   △2,149 △84  △237

投資その他の資産

合計 
 1,019,831 19.5 725,139 15.2  732,877 14.8

固定資産合計   2,740,531 52.4 2,513,753 52.6  2,532,533 51.1

資産合計   5,233,459 100.0 4,776,203 100.0  4,954,161 100.0
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① 四半期貸借対照表 

  
前第１四半期会計期間末 

（平成17年６月30日現在） 

当第１四半期会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形   20,621 19,474  18,630

２．買掛金   139,875 48,680  93,241

３．短期借入金 ※2  774,000 762,000  815,000

４．1年以内返済予定の 

長期借入金 

※2 

 
 140,772 140,772  140,772

５．賞与引当金   66,680 75,867  51,776

６．デリバティブ負債   89,038 55,703  33,133

７．その他   232,363 117,975  205,972

流動負債合計   1,463,350 28.0 1,220,473 25.5  1,358,526 27.4

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※2  741,812 601,040  636,233

２．退職給付引当金   17,286 19,496  19,773

３．役員退職慰労引当

金 
  53,685 ―  59,773

４．デリバティブ負債   288,832 77,243  79,642

５．長期未払金   ― 60,252  ―

６．その他   21,787 ―  ―

固定負債合計   1,123,403 21.5 758,032 15.9  795,421 16.0

負債合計   2,586,754 49.4 1,978,506 41.4  2,153,948 43.4

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   974,550 18.6 ―  974,550 19.7

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金   1,006,900 ―  1,006,900

資本剰余金合計   1,006,900 19.2 ―  1,006,900 20.3

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金   1,300 ―  1,300

２．四半期利益剰余金 

  （当期）未処分利 

  益 

 

 
 661,430 ―  813,919

利益剰余金合計   662,730 12.7 ―  815,219 16.5

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  2,525 0.0 ―  3,543 0.1

資本合計   2,646,705 50.6 ―  2,800,212 56.6

負債資本合計   5,233,459 100.0 ―  4,954,161 100.0
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前第１四半期会計期間末 

（平成17年６月30日現在） 

当第１四半期会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日現在） 

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    

１．資本金   ― 974,550  ―

２．資本剰余金   ― 1,006,900  ―

３．利益剰余金   ― 814,221  ―

株主資本合計   ― ― 2,795,671 58.5  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評

価差額金 
  ― 2,025  ―

評価・換算差額等合

計 
  ― ― 2,025 0.1  ― ―

純資産合計   ― ― 2,797,697 58.6  ― ―

負債・純資産合計   ― ― 4,776,203 100.0  ― ―
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② 四半期損益計算書 

  

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

     至 平成18年６月30日) 

前事業年度の要約損益計算書

(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 

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   1,177,691 100.0 994,328 100.0  4,213,094 100.0

Ⅱ 売上原価   752,450 63.9 617,753 62.1  2,628,592 62.4

売上総利益   425,240 38.4 376,574 37.9  1,584,501 37.6

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
  300,049 25.5 285,414 28.7  1,175,663 27.9

営業利益   125,190 10.6 91,160 9.2  408,838 11.6

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  881 1,333 4,681 

２．その他  6,985 7,866 0.7 2,502 3,836 0.4 28,354 33,035 0.8

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  3,803 3,592 15,077 

２．その他  1,682 5,486 0.5 52,783 56,375 5.7 4,872 19,949 0.5

経常利益   127,570 10.8 38,620 3.9  421,924 10.0

Ⅵ 特別利益   84 0.0 ―  3,427

Ⅶ 特別損失   ― ―  25,932

税引前第１四半期

（当期）純利益 
 127,655 10.8 38,620 3.9  399,419 9.5

法人税、住民税 

及び事業税 

 

 
59,170 42,716 196,350 

法人税等調整額  △4,471 △24,569 △22,377 

法人税等還付金  ― 54,698 4.6 △52,128 △33,981 △3.4 ― 173,973 4.1

第１四半期（当期）

純利益 
 72,956 6.2 72,601 7.3  225,445 5.4

前期繰越利益   588,473 740,319  588,473

第１四半期（当期）

未処分利益 
 661,430 812,921  813,919
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③ 四半期株主資本等変動計算書 
当第１四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至  平成 18 年６月 30 日） 

株主資本 
                     

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（千円） 974,550 1,006,900 815,219 2,796,669 

 第１四半期会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 △63,600 △63,600 

 利益処分による役員賞与 △10,000 △10,000 

 四半期純利益 72,601 72,601 

 株主資本以外の項目の 

 第１四半期会計期間中の変動額 

（純額） 

  

 第１四半期会計期間中の変動額合計

（千円） 
― ― △998 △998 

 平成18年６月30日残高（千円） 974,550 1,006,900 814,221 2,795,671 

 
 

評価･換算差額等 
                     

その他有価証券評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高（千円） 3,543 2,800,212 

 第１四半期会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △63,600 

 利益処分による役員賞与 △10,000 

 四半期純利益 72,601 

 株主資本以外の項目の 

 第１四半期会計期間中の変動額 

（純額） 

△1,517 △2,515 

 第１四半期会計期間中の変動額合計

（千円） 
△1,517 △2,515 

 平成18年６月30日残高（千円） 2,025 2,797,697 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第１四半期会計期間 

 (自 平成17年４月１日 

 至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 

  (自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

(1）有価証券 

 子会社株式 

移動平均法による原価

法を採用しております。

(1）有価証券 

 子会社株式 

同左 

 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

第１四半期会計期

間末日の市場価格

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）を採用してお

ります。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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）を採用してお

ります。 

 

 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

時価のないもの 

移動平均法による原

価法を採用しており

ます。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2)デリバティブ 

時価法を採用しており

ます。 

(2)デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

(3)たな卸資産 

（ａ）製品、商品、原材料、 

仕掛品 

総平均法による原価

法を採用しておりま

す。ただし、受注生

産の製品・仕掛品は

個別法による原価法

によっております。

(3)たな卸資産 

（ａ）製品、商品、原材料、 

仕掛品 

同左 

(3)たな卸資産 

（ａ）製品、商品、原材料、 

仕掛品 

同左 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）貯蔵品 

終仕入原価法を採

用しております。 

（ｂ）貯蔵品 

同左 

（ｂ）貯蔵品 

同左 
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項目 

前第１四半期会計期間 

 (自 平成17年４月１日 

 至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 

  (自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

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（附属設備を除く）

は定額法)を採用しており

ます。 

     なお、主な耐用年数は、

以下の通りであります。 

     建物        ８～47年 

(1)有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 

 (2）無形固定資産 

定額法を採用しており

ます。 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間

（５年）に基づいており

ます。 

(2)無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 

３．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

支出時に全額費用とし

て処理しております。 

 

 

(1) 新株発行費 

  支出時に全額費用として

処理しております。 
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項目 

前第１四半期会計期間 

 (自 平成17年４月１日 

 至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 

  (自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

(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。 

(1)貸倒引当金 

            同左 

 (1)貸倒引当金 

          同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備

えるため、支給見込額のうち

当第１四半期会計期間負担

額を計上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当期

負担額を計上しております。

 

(3)退職給付引当金 

従業員の退職金の支給

に備えるため、第１四半期

末における退職給付債務

を計上しております。 

なお、退職給付引当金の

対象従業員が 300名未満

であるため、簡便法によっ

ており、退職給付債務の金

額は第１四半期末自己都

合要支給額としておりま

す。 

(3)退職給付引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

従業員の退職金の支給に

備えるため、当期末における

退職給付債務を計上してお

ります。 

なお、退職給付引当金の対

象従業員が 300名未満であ

るため、簡便法によってお

り、退職給付債務の金額は事

業年度末自己都合要支給額

としております。 

 

４．引当金の計上基準   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、当社内規

に基づく第１四半期末要

支給額を計上しておりま

す。 

 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

平成18年６月24日開催の

   定時株主総会において、コ

ーポレート・ガバナンスの

強化の一環として役員退職

慰労金制度を廃止いたしま

した。 

（追加情報） 

従来、当社は役員の退職慰

労金の支出に備えるため、役

員退職慰労金規程に基づき期

末要支給額を計上しておりま

したが、コーポレート・ガバ

ナンスの強化の一環として役

員退職慰労金制度を廃止し、

役員退職慰労金は全額取崩

し、「長期未払金」に振替え

ております。 

なお、この変更による損益

に与える影響はありません。

(4）役員退職慰労引当金 

役員に対する退職慰労金

の支給に備えるため、当社内

規に基づく期末要支給額を

計上しております。 
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項目 

前第１四半期会計期間 

 (自 平成17年４月１日 

 至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 

  (自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

５. 重要な外貨建の資産

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、第

１四半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 

 同左 外貨建金銭債権債務は、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。 

 

６．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 

７．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によって

おります 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･･ 

通貨オプション 

   為替予約 

ヘッジ対象･･･ 

外貨建予定取引 

(3)ヘッジ方針 

将来の為替変動による

リスク回避を目的に行っ

ており、投機的な取引は

行っておりません。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の想定元本

とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、

かつ、ヘッジ開始時及び

その後も継続して相場変

動またはキャッシュ・フ

ローの変動を完全に相殺

するものと想定すること

ができるため、ヘッジの

有効性の判定は省略して

おります。 

 (1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によってお

ります 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･･ 

通貨オプション 

   為替予約 

ヘッジ対象･･･ 

外貨建予定取引 

(3)ヘッジ方針 

将来の為替変動によるリ

スク回避を目的に行ってお

り、投機的な取引は行って

おりません。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の想定元本

とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、か

つ、ヘッジ開始時及びその

後も継続して相場変動ま

たはキャッシュ・フローの

変動を完全に相殺するも

のと想定することができ

るため、ヘッジの有効性の

判定は省略しております。
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項目 

前第１四半期会計期間 

 (自 平成17年４月１日 

 至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 

  (自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

８．その他第１四半期財務

諸表（財務諸表）作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

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、仮払消費税及

び仮受消費税等は相殺のう

え、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。ま

た、控除対象外消費税等につ

いては、第１四半期会計期間

の負担すべき期間費用として

処理しております。ただし、

固定資産に係る控除対象外消

費税等については、投資その

他の資産「その他」に計上し、

法人税法に規定する期間（５

年間）にわたり償却しており

ます。 

消費税等の会計処理 

      同左 
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。また、控除対象外消費税等

については、当期の負担すべき

期間費用として処理しておりま

す。ただし、固定資産に係る控

除対象外消費税等については投

資その他資産「その他」に計上

し、法人税法に規定する期間(５

年間)にわたり償却しておりま

す。  
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  会計処理の変更 
 

前第１四半期会計期間末 

  (自 平成17年４月１日 

至   平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間末 

  (自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

前事業年度末 

(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） 

  当第１四半期会計期間から「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。 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度から「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。 

 （役員賞与に係る会計基準） 

  当第１四半期会計期間から「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。 

  なお、これによる損益に与える影響 

はありません。 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

 当第１四半期会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成 17

年 12 月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成 17 年 12 月９日）を適用して

おります。 

 従来の資本の部の合計に相当する金 

額は 2,797,697 千円であります。 

 なお、中間財務諸表規則の改正によ

り、当第１四半期会計期間における四

半期貸借対照表の純資産の部について

は改正後の中間財務諸表規則により作

成しております。 
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表示方法の変更 

前第１四半期会計期間 

 (自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 

  (自 平成18年４月１日 

   至 平成18年６月30日) 

(四半期貸借対照表関係) 

「出資金」は、前第 1 四半期まで、投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当第 1 四半期において

資産総額の 100 分の５を超えたため区分掲記いたしました。 

 なお、前第 1 四半期末の「出資金」の金額は 183,403 千円で

あります。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 
前第１四半期会計期間末 

  (自 平成17年４月１日 

至   平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間末 

  (自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

前事業年度末 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

253,764千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

        306,374 千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

        294,521千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次の 

とおりであります。 

建  物         705,951千円 

土  地         913,594千円 

計     1,619,546千円 

担保付債務は、次のとおりであり 

ます。 

短期借入金      30,000千円 

１年以内返済予定の 

長期借入金     122,772千円 

長期借入金     686,292千円 

計        839,064千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次の 

とおりであります。 

建  物         669,564千円 

土  地         905,575千円 

計     1,574,839千円 

担保付債務は、次のとおりであり 

ます。 

短期借入金      80,240千円 

１年以内返済予定の 

長期借入金     122,772千円 

長期借入金     564,540千円 

計         767,552千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次の

とおりであります。 

建 物      677,319千円 

土 地      913,594千円 

計      1,590,914千円 

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金      73,784千円 

１年以内返済予定の 

長期借入金         122,772千円   

   長期借入金     595,233千円 

         計        791,789千円 

 
（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 

 (自 平成17年４月１日 

 至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 

  (自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

   減価償却実施額 

    有形固定資産 14,604千円 

    無形固定資産   1,002千円 

   減価償却実施額 

    有形固定資産 12,006千円 

       無形固定資産  952 千円 

   減価償却実施額 

    有形固定資産 58,922千円 

    無形固定資産 3,593千円 

 
（四半期株主資本等変動計算書関係） 

 当第１四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

 １ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前会計年度株式数（株）
当第１四半期会計期間

増加株式数（株） 
当第１四半期会計期間

減少株式数（株） 
当第１四半期会計期間

株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（株） 21,200 ― ― 21,200

  

 ２ 配当に関する事項 

   配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり配当金

（円） 
基準日 効力発生日 

平成 18 年６月 24 日

定時株主総会 
普通株式 63,600 3,000 平成 18年３月 31日 平成 18年６月 26日
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（リース取引関係） 
前第１四半期会計期間 

 (自 平成17年４月１日 

 至 平成17年６月30日) 

当期第１四半期会計期間 

  (自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(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 

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 

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第１四半期末残

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第１四半期末残

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 

機械装置及び運搬具 

取得価額相当額     6,366千円 

減価償却累計額相当額  2,228千円 

第１四半期末残高相当額 4,137千円 

機械装置及び運搬具 

取得価額相当額     6,366千円 

減価償却累計額相当額  3,501千円 

第１四半期末残高相当額 2,864千円 

機械装置及び運搬具 

取得価額相当額     6,366千円

減価償却累計額相当額  3,183千円

期末残高相当額   3,183千円

（注）取得価額相当額は、未経過リース

料第1四半期末残高が有形固定資産の

第１四半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）取得価額相当額は、未経過リース

料第1四半期末残高が有形固定資産の

第１四半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）取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が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．未経過リース料第1四半期末残高相当

額 

１年内         1,273千円 

１年超         2,864千円 

合計         4,137千円 

２．未経過リース料第1四半期末残高相当

額 

１年内         1,273千円 

１年超         1,591千円 

合計         2,864千円 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内        1,273千円

１年超        1,909千円

合計       3,183千円

（注）なお、未経過リース料第1四半期末

残高相当額は、有形固定資産の第１四

半期末残高等に占める未経過リース料

第1四半期末残高の割合が低いため、支

払利子込み法により算定しておりま

す。 

（注）なお、未経過リース料第1四半期末

残高相当額は、有形固定資産の第１四

半期末残高等に占める未経過リース料

第1四半期末残高の割合が低いため、支

払利子込み法により算定しておりま

す。 

（注）なお、未経過リース料期末残高

相当額は、有形固定資産の期末残高

等に占める未経過リース料期末残高

の割合が低いため、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、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料       318千円 

減価償却費相当額     318千円 

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       318千円 

減価償却費相当額     318千円 

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     1,273千円 

減価償却費相当額   1,273千円 

 

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 

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 

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

（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） 

前第１四半期会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年６月 30 日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当第１四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

子会社株式及び関連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） 

四半期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） 

前第１四半期会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年６月 30 日） 

該当事項はありません。 

当第１四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（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。 

 

 

 (2)【その他】 

該当事項はありません。 
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