
１．18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日） 

２. 平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   39円54銭 

３．配当状況 

※ 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。 

(財)財務会計基準機構会員

平成18年12月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年８月11日

上場会社名 帝国繊維株式会社 上場取引所 東証第一部 

コード番号 3302 本社所在都道府県 東京都 

（URL http://www.teisen.co.jp） 

代表者     役職名 取締役社長 氏名 飯田 時章 

問合せ先責任者 役職名 専務取締役管理部門長 氏名 白岩 強 ＴＥＬ  （03）3281－3022 

決算取締役会開催日 平成18年８月11日 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）経営成績 （百万円未満切捨）

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 7,303 △2.0 838 14.7 864 14.9

17年６月中間期 7,454 △31.8 730 △55.1 752 △54.0

17年12月期 14,480 1,522 1,551 

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間
（当期）純利益 

 百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 503 13.2 19.00

17年６月中間期 444 △21.7 16.69

17年12月期 921 33.46

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 26,472,951株 17年６月中間期 26,632,150株 17年12月期 26,554,200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）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

18年６月中間期 12,859 9,066 70.5 342.52

17年６月中間期 11,247 8,119 72.2 306.61

17年12月期 13,635 9,046 66.3 340.41

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 26,470,604株 17年６月中間期 26,480,410株 17年12月期 26,475,231株

②期末自己株式数 18年６月中間期 477,796株 17年６月中間期 467,990株 17年12月期 473,169株

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通期 15,950 1,800 1,050

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 中間期末 期末 年間 

17年12月期   －  10.00 10.00 

18年12月期（実績）    －   －   

18年12月期（予想） － 10.00 10.00 
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５．個別中間財務諸表等 
(1) 中間貸借対照表 

    
前中間会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

対前中間期比 
前事業年度の要約貸借対照表 

(平成17年12月31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           

現金及び預金   1,321,258   2,405,831 1,084,572 2,357,892 

受取手形 ※４ 1,356,053   1,116,431 △239,621 123,900 

売掛金   1,140,425   1,120,873 △19,552 2,618,906 

たな卸資産   1,881,270   1,916,719 35,448 2,142,690 

繰延税金資産   29,133   35,707 6,573 14,559 

その他   20,377   235,822 215,444 129,510 

貸倒引当金   △1,923   △2,238 △315 △2,655 

流動資産合計     5,746,596 51.1 6,829,146 53.1 1,082,549   7,384,805 54.2

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産 
※１ 
※２ 

        

建物   1,674,680   1,619,282 △55,398 1,647,713 

機械及び装置   228,963   248,610 19,647 219,293 

土地    814,768   835,024 20,255 835,024 

その他   188,965   262,665 73,700 179,982 

有形固定資産
合計 

    2,907,378 2,965,583 58,204   2,882,013

無形固定資産     103,149 120,271 17,122   116,154

投資その他の
資産 

          

投資有価証券   1,784,706   2,238,889 454,183 2,547,538 

関係会社株式   474,452   474,452 － 474,452 

長期貸付金   171,714   171,252 △461 171,400 

その他   69,150   60,559 △8,591 60,131 

貸倒引当金   △9,161   △546 8,615 △510 

投資その他の 
資産合計 

    2,490,861 2,944,607 453,745   3,253,012

固定資産合計     5,501,389 48.9 6,030,463 46.9 529,073   6,251,179 45.8

資産合計     11,247,986 100.0 12,859,609 100.0 1,611,623   13,635,984 100.0 
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前中間会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

対前中間期比 
前事業年度の要約貸借対照表 

(平成17年12月31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           

支払手形   921,641   826,257 △95,384 962,727 

買掛金   552,611   464,543 △88,067 1,503,568 

短期借入金 ※２ 59,300   66,200 6,900 64,900 

未払法人税等   311,008   410,812 99,804 151,748 

役員賞与引当
金  

  －   16,750 16,750 － 

その他 ※２ 320,358   598,031 277,673 308,111 

流動負債合計     2,164,918 19.2 2,382,595 18.5 217,676   2,991,056 22.0

Ⅱ 固定負債           

長期借入金 ※２ －   117,200 117,200 155,800 

預り保証金 ※２ 107,343   245,525 138,181 295,235 

繰延税金負債   602,891   775,531 172,640 923,998 

退職給付引当
金 

  50,975   40,156 △10,819 6,043 

役員退職慰労
引当金 

  202,800   232,000 29,200 217,800 

固定負債合計     964,010 8.6 1,410,412 11.0 446,401   1,598,877 11.7

負債合計     3,128,929 27.8 3,793,007 29.5 664,078   4,589,933 33.7

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     1,347,420 12.0 － －   1,347,420 9.9

Ⅱ 資本剰余金           

 資本準備金   720,000   － － 720,000 

その他資本剰
余金 

  1,514   － － 1,514 

資本剰余金合
計 

    721,514 6.4 － － －   721,514 5.3

Ⅲ 利益剰余金           

 利益準備金   180,000   － － 180,000 

 任意積立金   4,422,902   － － 4,422,902 

中間(当期)未
処分利益 

  1,006,034   － － 1,483,556 

利益剰余金合
計 

    5,608,937 49.9 － － －   6,086,458 44.6

Ⅳ その他有価証券
評価差額金 
  

    628,336 5.6 － － －   1,080,543 7.9

Ⅴ 自己株式     △187,151 △1.7 － － －   △189,884 △1.4

資本合計     8,119,057 72.2 － － －   9,046,051 66.3

負債・資本合計     11,247,986 100.0 － － －   13,635,984 100.0 
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前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

対前中間
期比 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31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
（％）

（純資産の部）              

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金    － －  1,347,420 10.5 －  － － 

２ 資本剰余金              

(1）資本準備金   －   720,000   － －   

(2）その他資本
剰余金 

  －   1,603   － －   

資本剰余金合
計 

   － －  721,603 5.6 －  － － 

３ 利益剰余金              

(1）利益準備金   －   180,000   － －   

(2）その他利益
剰余金 

                

配当引当積
立金 

  －   120,000   － －   

圧縮記帳積
立金 

  －   461,411   － －   

別途積立金   －   4,830,000   － －   

繰越利益剰
余金 

  －   699,882   － －   

利益剰余金合
計 

   － －  6,291,293 48.9 －  － － 

４ 自己株式    － －  △192,806 △1.5 －  － － 

株主資本合計    － －  8,167,510 63.5 －  － － 

Ⅱ 評価・換算差額
等 

                   

１ その他有価証
券評価差額金 

   －    897,576   －  －   

２ 繰延ヘッジ損
益 

   －    1,515   －  －   

評価・換算差額
等合計 

   － －  899,091 7.0 －  － － 

純資産合計    － －  9,066,601 70.5 －  － － 

負債純資産合計    － －  12,859,609 100.0 －  － － 
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(2) 中間損益計算書 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

対前中間期比 
前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31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     7,454,461 100.0 7,303,983 100.0 △150,477   14,480,315 100.0 

Ⅱ 売上原価     5,816,099 78.0 5,520,401 75.6 △295,698   11,168,201 77.1

売上総利益     1,638,361 22.0 1,783,582 24.4 145,220   3,312,113 22.9

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

    907,779 12.2 945,525 12.9 37,745   1,789,415 12.4

営業利益     730,582 9.8 838,057 11.5 107,474   1,522,698 10.5

Ⅳ 営業外収益           

受取利息及び
配当金 

  23,926   27,889   38,238 

その他   7,122 31,049 0.4 7,256 35,145 0.5 4,096 10,634 48,873 0.3

Ⅴ 営業外費用           

支払利息   4,728   5,092   8,372 

受取手形売却
損 

  4,129   3,447   10,277 

その他   728 9,586 0.1 545 9,085 0.2 △501 1,686 20,337 0.1

経常利益     752,046 10.1 864,117 11.8 112,071   1,551,234 10.7

Ⅵ 特別利益           

貸倒引当金戻
入額 

  2,714 2,714 0.0 381 381 0.0 △2,333 3,679 3,679 0.0

Ⅶ 特別損失           

固定資産処分
損 

※1 2,128 2,128 0.0 4,752 4,752 0.0 2,624 5,920 5,920 0.0

税引前中間(当
期)純利益 

    752,631 10.1 859,746 11.8 107,114   1,548,993 10.7

法人税・住民
税及び事業税 

  297,174   401,634   590,957 

法人税等調整
額 

  11,069 308,243 4.1 △44,974 356,659 4.9 48,415 36,126 627,083 4.3

中間（当期）
純利益 

    444,388 6.0 503,086 6.9 58,698   921,910 6.4

前期繰越利益     561,646 － △561,646   561,646

中間(当期)未
処分利益 

    1,006,034 － △1,006,034   1,483,556
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日）                 （単位：千円） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準

備金 

その他
資本剰
余金 

資本剰
余金合
計 

利益準
備金 

その他利益剰余金 
  

利益剰余
金合計 配当引

当積立
金 

 圧縮記
帳積立金

別途積立
金 

繰越利益剰
余金 

平成17年12月31

日 残高 
1,347,420 720,000 1,514 721,514 180,000 120,000 472,902 3,830,000 1,483,556 6,086,458 △189,884 7,965,508 

中間会計期間中

の変動額 
            

剰余金の配当       －         △264,752 △264,752   △264,752 

固定資産圧縮

積立金の取崩

し 

      －     △11,491   11,491 －   － 

中間純利益       －         503,086 503,086   503,086 

自己株式の取

得 
      －           － △3,102 △3,102 

自己株式の処

分 
    89 89           － 180 270 

役員賞与の支

給 
      －         △33,500 △33,500   △33,500 

 別途積立金

の積立  
      －       1,000,000 △1,000,000 －   － 

株主資本以外

の項目の中間

会計期間中の

変動額（純

額) 

      －           －   － 

中間会計期間中

の変動額合計 
    89 89     △11,491 1,000,000 △783,675 204,834 △2,921 202,002 

平成18年６月30

日 残高 
1,347,420 720,000 1,603 721,603 180,000 120,000 461,411 4,830,000 699,882 6,291,293 △192,806 8,167,510 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額
等合計 

平成17年12月31日 残高 1,080,543 － 1,080,543 9,046,051 

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当     － △264,752 

固定資産圧縮積立金の取崩し     － － 

中間純利益     － 503,086 

自己株式の取得     － △3,102 

自己株式の処分     － 270 

役員賞与の支給     － △33,500 

別途積立金の積立      － － 

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額（純額） 
△182,966 1,515 △181,451 △181,451 

中間会計期間中の変動額合計 △182,966 1,515 △181,451 20,551 

平成18年６月30日 残高 897,576 1,515 899,091 9,066,601 
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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 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

 左に同じ 

  

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部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） 

  

  

  

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） 

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 

  移動平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

移動平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

 左に同じ 

(2）たな卸資産 

 左に同じ 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 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、賃貸用資産に係る建

物及び構築物並びに平成10年４

月１日以降取得した建物（建物

附属設備を除く）については定

額法。 

(1）有形固定資産 

 左に同じ 

(1）有形固定資産 

 左に同じ 

(2）無形固定資産 

定額法 

 なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における

見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法。 

(2）無形固定資産 

 左に同じ 

(2）無形固定資産 

 左に同じ 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 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

えて、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 

 左に同じ 

(1）貸倒引当金 

 左に同じ 

───── 

  

（2）役員賞与引当金  

  役員に支給する賞与の支払に

備えるため、当事業年度末にお

ける支給見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生して

いると認められる額を計上して

おります。   

───── 
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前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(2）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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

(3）退職給付引当金 

 左に同じ 

(2）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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

(3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金に充てるた

め、内規に基づく中間期末要支

給額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

 左に同じ 

(3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金に充てるた

め、内規に基づく期末要支給額

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。 

４．リース取引の処理方法 

  左に同じ 

４．リース取引の処理方法 

  左に同じ 

５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 為替予約等が付されている外

貨建金銭債権債務及び外貨建予

定取引について振当処理を行っ

ております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

 左に同じ 

(1）ヘッジ会計の方法 

 左に同じ 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 為替予約は、外貨建輸入取引

の為替変動リスクをヘッジ対象

としております。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 左に同じ 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 左に同じ 

(3）ヘッジ方針 

 外貨建債務に係る為替変動リ

スクを軽減する目的で為替予約

取引を行っております。 

(3）ヘッジ方針 

 左に同じ 

(3）ヘッジ方針 

 左に同じ 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 デリバティブ取引の実行にあ

たり、ヘッジ手段とヘッジ対象

に関する重要な条件がほぼ一致

しており、ヘッジ開始時及びそ

の後も継続して相場変動等を相

殺できることを確認しておりま

す。 

 また、予定取引については、

実行可能性が極めて高いかどう

かの判断を行っております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 左に同じ 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 左に同じ 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。な

お、仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺して流動負債のその他に

含めて表示しております。 

消費税等の会計処理 

 左に同じ 

消費税等の会計処理 

 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17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（ 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

（「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）が平成17年12月31日に

終了する事業年度に係る財務諸表

から適用できることになったこと

に伴い、当中間会計期間から同会

計基準及び同適用指針を適用して

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） 

  

 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）が平成17年12月31日に

終了する事業年度に係る財務諸表

から適用できることになったこと

に伴い、当中間会計期間から同会

計基準及び同適用指針を適用して

おります。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。   

      

  ───── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

    ───── 

  当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員

会、企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）および「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 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9,065,086千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における

中間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等

規則により作成しております。  
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表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 ───── （役員賞与に関する会計基準）   ───── 

  「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 企業会計

基準第４号 平成17年11月29日）

が会社法施行日（平成18年５月１

日）以後終了する事業年度の中間

会計期間から適用されることに伴

い、当中間会計期間より当該会計

基準を適用しております。これに

より前事業年度と同一の基準を適

用した場合に比べて、販売費及び

一般管理費が16,750千円増加し、

営業利益、経常利益および税引前

中間純利益がそれぞれ同額減少し

ております。 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

  中間貸借対照表 流動資産の「未収入金」（当中間

会計期間920千円）は、前中間会計期間は区分表示して

おりましたが、当中間会計期間は流動資産「その他」

に含めて表示しております。            

中間貸借対照表 流動負債の「設備関係支払手形」 

（当中間会計期間 21,113千円）は前中間会計期間は

区分表示しておりましたが、当中間会計期間は 流動

負債「その他」に含めて表示しております。 

  ───── 
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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17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１．有形固定資産の

減価償却累計額 

千円 

 4,513,182 

千円 

4,593,291 

千円 

         4,560,250 

※２．担保資産    

(1)担保提供資産    

有形固定資産 

建物・構築物 

土地 

合計 

千円 

 390,586 

373,885 

 764,472 

千円 

        374,985 

       373,885 

        748,871 

千円 

388,030 

        373,885 

          761,916 

上記有形固定資産

のうち、工場財団

抵当に供している

資産 千円 千円 千円 

建物・構築物 

土地 

合計 

 335,016 

 55,438 

 390,454 

        320,976 

       55,438 

        376,415 

        333,261 

       55,438 

        388,699 

(2)担保資産に対応

する債務   
担保資産に対応する債務は

ありません。 

担保資産に対応する債務はあ

りません。 

預り保証金 

(１年以内返済分

を含む) 

合計 

千円 

        50,000 

50,000 

銀行取引に係る根抵当権が

設定されております。 

銀行取引に係る根抵当権が設

定されております。 

 ３．偶発債務    

(1)保証債務 ① 金融機関からの借入金

に対する保証 

───── ① 金融機関からの借入金に

対する保証 

   千円 

テイセン産業㈱ 275,000 

帝商㈱ 380,000 

計 655,000  

   千円 

テイセン産業㈱  260,000 

帝商㈱ 362,500 

計 622,500 

  ② 当社従業員の財形貯蓄

制度による住宅ローン

に対する保証 

② 当社従業員の財形貯蓄

制度による住宅ローン

に対する保証 

② 当社従業員の財形貯蓄制

度による住宅ローンに対

する保証 

   千円 

 3,700 

 千円 

     3,075 

 千円 

 3,391 
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（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間 （自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 1.自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求に応じたものでありま

す。 

項目 
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

(2)受取手形割引高 千円 千円 千円 

  受取手形割引高 30,125 

関係会社受取手

形割引高 
 216,352 

   

受取手形割

引高 

     70,630   

関係会社受

取手形割引

高 

      277,180   

   

受取手形割

引高 

    637,506 

関係会社受

取手形割引

高 

  987,592 

（うち関係

会社営業外

受取手形割

引高） 

  264,395 

※４．期末日満期手形

の処理 

───── ───── 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。したが

って当期末日は休日のため

次の期末日満期手形が期末

残高に含まれております。 

千円 

  
  

受取手形 4,579 

割引手形     172,559 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．固定資産処分損の内訳 千円 千円 千円 

  

  

建物  1,088 

機械及び装置  758 

工具器具備品他  280 

 合計 2,128 

  

    

機械及び装置  4,296 

工具器具備品他  456 

 合計 4,752 

建物 1,108 

機械及び装置  3,968 

構築物他       843 

 合計  5,920 

 ２．減価償却実施額 千円 千円 千円 

有形固定資産 

無形固定資産 

 合計 

   79,620 

   5,906 

   85,527 

         79,548 

        8,118 

         87,666 

          164,632 

         12,700 

          177,332 

  
前会計年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加株

式数（千株） 

当中間会計期間減少株

式数（千株） 

当中間会計期間末株式

数（千株） 

自己株式     

普通株式 473 5 0 477 

合計 473 5 0 477 
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① リース取引 

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

② 有価証券 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 306.61円

１株当たり中間純利益 16.69円

１株当たり純資産額     342.52円

１株当たり中間純利益    19.00円

１株当たり純資産額     340.41円

１株当たり当期純利益     33.46円

潜在株式調整後1株当
たり中間純利益 

16.65円
潜在株式調整後1株当
たり中間純利益 

   18.94円

  

潜在株式調整後1株当
たり当期純利益 

    33.38円

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 444,388 503,086 921,910 

普通株主に帰属しない金額（千円）         －         － 33,500 

（うち利益処分による役員賞与金）          －         － (33,500) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
444,388 503,086 888,410 

期中平均株式数（株） 26,632,150 26,472,951 26,554,200 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額（千円）         －         －         － 

普通株式増加数（株） 55,782 83,728       58,275  

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

    ─── 

  

  

    ─── 

  

  

    ─── 
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