
１．18年６月中間期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日） 

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

２．18年12月期の連結業績予想（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）   48円96銭 

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の5ページをご参

照ください。 

(財)財務会計基準機構会員

平成18年12月期 中間決算短信（連結） 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 

米国会計基準採用の有無 無 

(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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 10,616 △2.3 1,076 9.6 1,096 9.1

17年６月中間期 10,861 △24.0 982 △48.8 1,005 △47.8

17年12月期 20,909 1,936 1,964 

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年６月中間期 640 6.9 24.18 24.11

17年６月中間期 599 △18.5 22.50 22.45

17年12月期 1,158 42.37 42.28

（注）①持分法投資損益 18年６月中間期 △11百万円 17年６月中間期 △2百万円 17年12月期 △6百万円

②期中平均株式数（連結） 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

③会計処理の方法の変更 無 

④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）連結財政状態  

 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 15,005 9,469 63.1 357.75

17年６月中間期 13,871 8,303 59.9 313.55

17年12月期 16,412 9,312 56.7 350.47

（注）期末発行済株式数（連結） 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

(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

18年６月中間期 1,152 △23 △924 2,753

17年６月中間期 937 △224 △293 1,640

17年12月期 1,762 △266 △168 2,549

連結子会社数 4社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 2社

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通期 23,000 2,200 1,300
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１．企業集団の状況 
 当社グループは、帝国繊維㈱及びその子会社５社（うち連結子会社４社）により構成され、主として帝国繊維㈱で開

発、製造、輸入される製品を日本国内において、卸売、並びに直接販売を行う事業グループであります。 

 当社グループの事業別に見た位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りであります。 

（防災事業） 

 当社は各種消防ホース等関連製品・防災機器・救急救助器具・危険物処理関連資機材及び救助工作車・防災特殊車

輌・空港用化学消防車等の製造、仕入、販売を行っております。 

 帝商㈱及びキンパイ商事㈱は、当社の地域別販社として消防ホース・防災機器・救急救助器具・危険物処理関連資機

材・救助工作車等の販売のほか連結送水管等の点検業務を行っております。㈱テイセンテクノは、救助工作車・その他

特殊車輌の製造及び各種機器の製造、保守を行っております。 

（繊維事業） 

 当社は、主として、麻および麻化合繊混紡製品・化合繊製品の製造、加工、販売を行っており、帝商（株）とキンパ

イ商事㈱は、当社の販社として同繊維製品の販売を行っております。テイセン産業㈱は、重布、繊維製品の縫製、加

工、販売を行っております。 

（不動産賃貸・その他） 

 当社は、不動産の賃貸、遊技場の経営を行っており、㈱テイセンテクノ、テイセン産業（株）はそれぞれ独自に帝国

繊維グループ外との事業も行っております。また、㈱六合社は、損害保険代理店業務を行っております。 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次の通りであります。 
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２．経営方針 
（１） 経営の基本方針 

 当社グル－プは創業時からうけつがれた「社会の安全、生活文化の向上に貢献する企業」を基本理念とし、 

①当社の伝統である「麻（リネン）」を活用した良質な生活文化を支える事業（「麻」素材を中心に据えた消費者向

け二次製品の開発と販売）や、高機能繊維の活用による用途開発など、付加価値の高い繊維事業の確立 

②消火・救助・救急・危険物処理など、生命財産を守り安全に備える専門性と総合性の高い防災総合事業の拡充 

を通して「一味ちがった優れた企業」「発展し成長を続ける企業」「社会や公共に大きく貢献する企業」の実現を目

指しております。 

（２） 利益配分に関する基本方針 

 利益配分につきましては、収益に応じた配当を行うことを基本としつつ、企業体質の一層の強化、並びに将来の事

業展開に備えるための内部留保の充実を併せて図る方針です。 

（３） 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は株式市場で、個人投資家が参加しやすい環境を整える観点から、株式市場で取引可能な株式単位に関して適

宜見直して行くことを基本方針としております。当社といたしましては、今後市場の動向等を勘案して対処したいと

考えております。 

（４） 目標とする経営指標 

  当社は2007年に迎える創立100周年を展望した企業創生の運動「プラン100」の実践を通じて、増収・増益の実現と

総合的で専門性の高い防災・危機管理事業、付加価値を高めた繊維事業、の二つの事業領域の深化・充実・拡大を目

指して諸施策を推進してまいります。  

（５） 中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

 当社グループの目指す主要な事業分野は、以下の2つの分野です。 

第１． 総合的で専門性の高い防災・危機管理事業 

第２． 付加価値を高めた繊維事業 

防災等事業の分野につきましては、地震・津波などの大規模自然災害、石油コンビナート・工場火災などの大規模な

企業災害のほか、テロなど特殊災害への対応など、国民保護・防災・危機管理に対する社会の関心はますます高まり

つつあり、国や地方公共団体などの対応も着実に強化されてきています。「安全・安心な暮らしを守る」「生命・財

産の安全を守る」防災事業の役割はますます重要になり、新たな市場も拡がってきています。 

 こうした時代の要請に応えるため、当社グループといたしましては、総合的で専門性の高い防災・危機管理事業の

確立に向けて努力してまいります。消火・救助・救急にかかわる従来からの事業を磨き上げると共に、複雑化し、大

規模化する災害や社会的リスクにそなえ、危険物処理、危機管理など装備や運用の高度化に対応できる総合的で専門

性の高い防災・危機管理事業の深化・充実・拡大に注力してまいる所存です。 

 繊維事業の分野につきましては、“元祖リネンの帝繊”の活性化を目指します。健康で安全な素材への選好、麻

(リネン）の持つ優れた特性への嗜好で、麻(リネン）素材へのブームが続いています。当社の企業史そのものである

麻(リネン）素材を、広く生活文化の中で育て普及させる努力を重ね、高い付加価値を生む「ニッチ」の独自領域の

開拓など、麻素材・同二次製品の開発と拡販に注力してまいります。また、耐熱・耐切創・高強度・制電のほか有害

化学物質からの保護など、高機能繊維の用途開発・拡販にも従来にも増して注力してまいります。 

 生産拠点の中心となる鹿沼工場につきましては、装置の新鋭化と省人化オペレ－ションによる業務効率化等を推進

し、設備並びに就労体制の両面に亘る生産の効率化と品質向上を目指します。 

 また、企業品質の徹底的改善につきましても取り組んでまいります。従来から進めておりますＩＳＯ9001による全

社品質管理につきましては一層の徹底を図るとともに、営業・管理・生産など全ての運営システムの合理化、無駄を

排除した合目的バックオフィスの構築、連結各社のシステム統合など、抜本的刷新に取り組んでまいります。 
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３．経営成績及び財政状態 
（１）当中間連結会計期間の業績の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に設備投資が好調に推移し、景気は緩やかな回

復基調となっています。 

 当社の関連する防災分野におきましては、年初来全国各地で中規模の地震が頻発しているほか、昨年末から年初に

かけての豪雪被害、梅雨前線によるかつてない大雨被害などが発生しています。国は、甚大な被害が予想される大地

震に向けて「減災」への取組みを強化しているほか、国民の安全と安心確保に向けて、災害対策・治安対策・テロ対

策の強化などを重点施策として推進しています。特に消防分野では、多様化・大規模化する災害・事故に的確に対応

できる消防体制の更なる充実強化と広域化への対応が求められており、18年度消防予算の重点でもある、緊急消防援

助隊の強化や特別高度救助隊向けの資機材調達などをはじめ、国民保護体制の整備に向けても各種の調達が進められ

ています。また、法制面では、６月の消防組織法の一部改正に続き、7月には「市町村消防の広域化」に向けての基

本方針が決定されるなど着々と整備が行われています。 

 繊維業界、とりわけ麻（リネン）業界におきましては、中国品がその生産量とコストの安さで市場を席巻し、商流

は大きく変化するともに、高品質・高品位化も進んでいます。一方で、伝統ある麻（リネン）文化を持つ欧州ブラン

ドへの高級志向もあって、優れた天然素材である麻（リネン）の人気は引き続き高く、良質な麻（リネン）二次製品

に対する強い需要が続いています。また、高機能繊維の分野につきましては、アラミド繊維など「原料高・製品安」

という厳しい市場環境ではありますが、耐熱・対磨耗・対切創など、危険物・有害物質を扱う作業現場などの安全・

防護に力を発揮する高機能繊維へのニーズは着実に拡がっており、その新たな用途開発が期待されています。 

このような経営環境下、当社グループは来るべき２００７年の創立１００周年に向けて、 

企業創生の運動「プラン１００」を組成、  

 「増収・増益の実現と二つの事業領域 

 ＊ 総合的で専門性の高い防災・危機管理事業 

 ＊ 付加価値を高めた繊維事業 

の深化・充実・拡大」 

の達成に向けて、グループ一丸となって取り組んでいます。防災事業では、ホース・特殊防災車両の拡販とコストダ

ウン・品質向上のほか、民需防災への取り組み強化、高度救助資機材をはじめとする次世代防災資機材とそれらを結

ぶ全体システムの開発など、繊維事業では、麻（リネン）の総合事業化と高機能繊維の用途開発に向けて、麻二次製

品の拡販や防災衣料事業の強化のほか、中国を含めたファブレス化への対応やサプライチェーンの確立などに取り組

んでまいりました。 

その結果、当中間連結会計期間の売上高は、１０６億１千６百万円と前中間連結会計期間の売上げをやや下回り

（2.3％減少）ましたが、経常利益につきましては、１０億９千６百万円と前中間連結会計期間に比べ9.1％増加、中

間純利益でも、６億４千万円と前中間連結会計期間に比べ6.9％増加するなど、減収ながら増益を確保しました。 

  

（２）セグメント別の概況 

防災部門 

防災部門では、主力のホース販売は、ホース全体の需要の落ち込みもあり前年同期を下回る結果となりましたが、

全国各地の消防本部（署）向け救助工作車をはじめ消防用特殊車両など、防災車両の売上げが順調だったことから、

売上高で６１億２千４百万円と前中間連結会計期間に比べ、5.0％の増加となりました。  

繊維部門 

繊維部門では、好調な麻（リネン）素材の需要増加を背景として、麻糸・麻および麻混紡織物・麻二次製品の売上

げが伸び、また、高機能繊維素材を使った民需向け作業服等の売上げも順調に推移いたしましたが、官公庁向け資材

調達などの落ち込みが大きく響き、売上高で３８億１千２百万円と前中間連結会計期間に比べ、15.9％の減少となり

ました。 

この上期は、旺盛な麻（リネン）素材への需要に対応すべく、中国に続き、新たな欧州麻（リネン）素材メーカー

とも提携関係を強化したほか、高機能繊維関係でも、原料サプライヤーであるデュポン・グループとの連携強化を踏

まえ、新たな用途開発に向けて取組みを強化してまいりました。 

不動産賃貸部門・その他部門 

  不動産賃貸部門・その他の売上高は、６億７千９百万円と前中間連結会計期間に比べ37.8％増加いたしました。こ

れは、平成１６年半ばにスタートした旧大垣ショッピングセンター・大垣工場跡地の再開発が昨年１２月に完了し、
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商業施設「ロックシティ大垣ショッピングセンター」として全面オープンしたことから、その売上げが期初より寄与

したことによるものです。  

（３）通期の見通し 

  防災・危機管理事業の分野では、防災・危機管理に対する関心の高まりと、国の諸施策強化のなかで、従来の消

防・警察・地方自治体を中心とした市場に加え、企業、家庭を対象とした防災マーケットは着実に広がって来ていま

す。特に民間防災分野では、石油コンビナート災害防止法の改正に伴う特定事業所等の消火システムの増強や大企業

を中心とした防災体制強化の動きが期待されます。また、厳しい予算繰りの中で、市町村合併を機に実施される消防

被服等の更新の動きも引き続き活発であり、防災マーケットの拡大と共に防災事業の果す役割はますます重要になっ

てきています。 

  また、繊維事業の分野でも、麻ブームを背景に麻素材の持つ優れた特性を生かした二次製品の開発と拡販、高機能

繊維の新しい用途開発など、当社の強みを生かし、市場ニーズへの的確な対応に努めています。 

  当社グループと致しましては、防災・危機管理事業、繊維事業の両事業分野を更に拡充し、一層強靭な企業体質と

確固たる事業基盤の確立を目指し、グループ一丸となって邁進する所存であります。 

  なお、平成１８年１２月期の通期連結業績の見通しにつきましては、売上高２３０億円、経常利益２２億円、当期

純利益１３億円を見込んでおります。  

（４） 財政状態 

 当中間期のキャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は、税金等調整前中間純利益を１１億１百万円計上したことに加え、売上債権の回収、

在庫の圧縮等により１１億５千２百万円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の支出は、鹿沼工場の機械設備投資等がありましたが、貸付金の回収等もあり、２千３百万円

となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の支出は、長期及び短期借入金の返済等があり、９億２千４百万円となりました。  

その結果、現金及び預金同等物の中間期末残高は、２７億５千３百万円となりました。 

当グループのキャッシュ・フロー指標のトレンド 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：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 

中間期末における債務償還年数：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 前中間期 当中間期 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロ－（百万円） 937 1,152 214 

投資活動によるキャッシュ・フロ－（百万円） △224 △23 201 

財務活動によるキャッシュ・フロ－（百万円） △293 △924 △631 

現金及び現金同等物の中間期末残高（百万円） 1,640 2,753 1,112 

 平成17年６月中間期 平成18年６月中間期 平成17年12月期 

自己資本比率（％） 59.9 63.1 56.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 97.2 106.2 93.6 

債務償還年数（年） 0.4 0.1 0.5 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 75.1 227.9 72.6 
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１．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。 

２．株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式総数により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは中間連結（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、中間連結（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、利払いにつきましては、中間連結（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。 

（５）事業のリスク 

当社グループの事業運営、経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには、次のようなもの

が考えられますが、リスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の適切な対応に努めてまい

ります。 

（イ）為替変動について 

海外から輸入する防災資機材・特殊車輌・同関連部品のほか潤紡糸・生地などの決済は、主としてユーロ、米ド

ルなどの外貨建で行なわれており、円安のリスクを受けやすい状況にあります。そのリスク軽減のため、先物為替

予約によるリスクヘッジを行っておりますが、予測を超えた円安が進行した場合、業績に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

（ロ）原材料価格について 

当社グループの主要製品に使用する原材料であるポリエステル糸、樹脂等の価格は、内外の市場の状況により大

きく変動する場合があります。市場での需給、原油価格の高騰などにより原材料価格が上昇した場合、業績に悪影

響を及ぼす可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等 
(1) 中間連結貸借対照表 

    
前中間連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 
対前中間期比

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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         

１．現金及び預
金 

  1,640,965 2,753,169 1,112,204   2,549,503

２．受取手形及
び売掛金 

※４ 3,678,718 3,369,670 △309,047   4,292,851

３. 有価証券    1,500 4,000 2,500   4,000

４．たな卸資産   2,405,770 2,329,823 △75,946   2,663,745

５．繰延税金資
産 

  45,503 51,215 5,712   26,258

６．その他   40,194 62,332 22,138   195,732

７．貸倒引当金   △25,330 △24,051 1,279   △32,889

流動資産合計   7,787,321 56.1 8,546,160 57.0 758,839   9,699,201 59.1

Ⅱ 固定資産         

(1）有形固定資
産 

        

１．建物及び
構築物 

※ 
1,2 

1,862,497 1,795,021 △67,475   1,828,648

２．機械装置
及び運搬
具 

※1 280,326 294,665 14,339   267,198

３．工具器具
及び備品 

※１ 64,976 83,599 18,623   69,056

４．土地 ※２ 561,817 581,762 19,945   581,762

５．建設仮勘
定 

  10,755 75,655 64,899   －

有形固定資
産合計 

  2,780,372 2,830,704 50,332   2,746,664

(2）無形固定資
産 

        

１．借地権   39,904 39,904 －   39,904

２．その他   67,079 83,813 16,734   79,889

無形固定資
産合計 

  106,983 123,718 16,734   119,794

(3）投資その他
の資産 

        

１．投資有価
証券 

※3 1,946,461 2,380,467 434,005   2,700,723

２．長期貸付
金 

  1,086,114 960,002 △126,111   981,032

３．繰延税金
資産 

  36,085 34,536 △1,548   36,163

４．その他   161,052 147,725 △13,327   158,932

５．貸倒引当
金 

  △32,461 △18,179 14,282   △30,201

投資その他
の 
資産合計 

  3,197,252 3,504,552 307,300   3,846,649

固定資産合計   6,084,608 43.9 6,458,975 43.0 374,367   6,713,110 40.9

資産合計   13,871,929 100.0 15,005,136 100.0 1,133,206   16,412,312 100.0 
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前中間連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 
対前中間期比

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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         

１．支払手形及
び買掛金 

※４ 2,914,407 2,690,850 △223,557   4,121,446

２．短期借入金 ※２ 124,300 66,200 △58,100   687,734

３．未払法人税
等 

  414,164 517,618 103,454   230,293

４.役員賞与引当
金  

  － 16,750 16,750   －

５．その他 ※２ 495,128 765,424 270,295   393,754

流動負債合計   3,948,000 28.4 4,056,843 27.0 108,842   5,433,228 33.1

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金 ※２ 590,000 117,200 △472,800   155,800

２．預り保証金 ※２ 126,124 263,163 137,039   314,086

３．繰延税金負
債 

  602,939 775,586 172,647   924,095

４．退職給付引
当金 

  99,034 90,585 △8,448   54,969

５．役員退職慰
労引当金 

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

固定負債合計   1,620,898 11.7 1,478,535 9.9 △142,362   1,666,752 10.2

負債合計   5,568,899 40.1 5,535,379 36.9 △33,519   7,099,981 43.3

（少数株主持分）         

少数株主持分   － － － －     － －

（資本の部）         

Ⅰ 資本金   1,347,420 － －   1,347,420

Ⅱ 資本剰余金   721,514 － －   721,514

Ⅲ 利益剰余金   5,791,765 － －   6,351,255

Ⅳ その他有価証
券 

  評価差額金 
  629,481 － －   1,082,025

Ⅴ 自己株式   △187,151 － －   △189,884

資本合計   8,303,030 59.9 － － －   9,312,330 56.7

負債、少数株
主持分及び資
本合計 

  13,871,929 100.0 － － －   16,412,312 100.0 
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前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

対前中間期比 
前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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   －  －   

２ 資本剰余金    －    721,603   －  －   

３ 利益剰余金    －    6,693,201   －  －   

４ 自己株式    －    △192,806   －  －   

株主資本合計    －    8,569,417   －  －   

Ⅱ 評価・換算差額
等 

                   

１ その他有価証
券評価差額金 

   －    898,823   －  －   

２ 繰延ヘッジ損
益 

   －    1,515   －  －   

評価・換算差額
等合計 

   －    900,338   －  －   

純資産合計    － －  9,469,756 63.1 －  － － 

負債純資産合計    － －  15,005,136 100.0 －  － － 
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(2) 中間連結損益計算書 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

対前中間
期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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    10,861,600 100.0 10,616,425 100.0 △245,174   20,909,327 100.0 

Ⅱ 売上原価    8,482,086 78.1 8,101,000 76.3 △381,086   16,213,173 77.5

売上総利益    2,379,513 21.9 2,515,424 23.7 135,911   4,696,154 22.5

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

※１  1,397,114 12.9 1,438,596 13.6 41,481   2,759,608 13.2

営業利益    982,399 9.0 1,076,828 10.1 94,429   1,936,545 9.3

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息   12,850   10,672  25,606 

２．受取配当金   20,652   23,872  28,237 

３．その他   10,425 43,928 0.4 9,160 43,704 0.4 △223 17,812 71,655 0.3

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息   12,616   7,986  23,958 

２．受取手形売却
損 

  4,129   3,447  10,277 

３．持分法による 
  投資損失 

  2,917   11,372  6,142 

４．その他   1,151 20,815 0.1 964 23,770 0.2 2,955 3,316 43,695 0.2

経常利益    1,005,512 9.3 1,096,762 10.3 91,249   1,964,505 9.4

Ⅵ 特別利益         

１．貸倒引当金戻
入額 

  11,972 11,972 0.1 10,595 10,595 0.0 △1,377   － 0.0

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産処分
損 

※２ 2,226 2,226 0.1 5,834 5,834 0.0 3,607 6,151 6,151 0.0

税金等調整前
中間（当期）
純利益 

   1,015,258 9.3 1,101,523 10.3 86,265   1,958,354 9.4

法人税、住民
税及び事業税 

  399,030   508,362  753,170 

法人税等調整
額 

  17,117 416,147 3.8 △47,036 461,325 4.3 45,178 46,583 799,753 3.9

中間（当期）
純利益 

   599,110 5.5 640,197 6.0 41,087   1,158,600 5.5
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

   当中間連結会計期間（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 

平成17年12月31日 残高 1,347,420 721,514 6,351,255 △189,884 8,230,305 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △264,752   △264,752 

中間純利益     640,197   640,197 

自己株式の取得       △3,102 △3,102 

自己株式の処分   89   180 270 

役員賞与の支給     △33,500   △33,500 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計   89 341,945 △2,922 339,112 

平成18年６月30日 残高 1,347,420 721,603 6,693,201 △192,806 8,569,417 

 

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 1,082,025 － 1,082,025 9,312,330 

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当       △264,752 

中間純利益       640,197 

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 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△183,202 1,515 △181,686 △181,686 

中間連結会計期間中の変動額合計 △183,202 1,515 △181,686 157,425 

平成18年６月30日 残高 898,823 1,515 900,338 9,469,756 
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(4) 中間連結剰余金計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

対前中間期比 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（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） 金額（千円） 
増減 
（千円） 

金額（千円） 

(資本剰余金の部)                 

Ⅰ 資本剰余金期首残高     720,000   － －   720,000 

Ⅱ 資本剰余金増加高                 

  1.自己株式処分差益   1,514 1,514 － － － 1,514 1,514 

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    721,514   － －   721,514 

          

(利益剰余金の部)                 

Ⅰ 利益剰余金期首残高     5,368,426   － －   5,368,426 

Ⅱ 利益剰余金増加高                 

  1.中間（当期）純利益   599,110 599,110 － － － 1,158,600 1,158,600 

Ⅲ 利益剰余金減少高                 

  1.配当金   133,271   －     133,271   

  2.役員賞与 
   (うち監査役賞与) 

  
42,500 
(1,500)

175,771 
－ 
 

－ － 
42,500 
(1,500)

175,771 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    5,791,765   － －   6,351,255 
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（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） 金額（千円） 
増減 
（千円） 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

          

税金等調整前中間 
（当期）純利益 

  1,015,258 1,101,523 86,265 1,958,354 

減価償却費   96,547 97,239 691 200,176 

貸倒引当金の増減額 
（減少：△） 

  △12,467 △20,860 △8,393 △7,168 

受取利息及び 
受取配当金 

  △33,503 △34,544 △1,041 △53,843 

支払利息   12,616 7,986 △4,630 23,958 

持分法による投資 
損失 

  2,917 11,372 8,454 6,142 

役員賞与の支払額   △42,500 △33,500 9,000 △42,500 

退職給付引当金の 
増減額（減少：△） 

  △6 35,615 35,622 △44,070 

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△） 

  15,000 14,200 △800 30,000 

固定資産処分損   2,226 5,834 3,607 6,151 

売上債権の増減額 
（増加：△） 

  1,609,762 927,699 △682,063 1,089,439 

たな卸資産の増減額 
（増加：△） 

  △30,905 333,517 364,423 △288,880 

仕入債務の増減額 
（減少：△） 

  △1,210,359 △1,429,415 △219,055 △7,530 

預り保証金の増減額 
（減少：△） 

  1,589 320 △1,268 189,541 

その他の流動資産の 
増減額（増加：△） 

  12,714 57,714 45,000 △55,816 

その他の流動負債の 
増減額（減少：△） 

  145,194 263,139 117,944 △53,753 

その他   △7,016 9,291 16,307 △2,512 

小計   1,577,069 1,347,134 △229,935 2,947,688 

利息及び配当金の 
受取額 

  33,503 29,535 △3,967 55,681 

利息の支払額   △12,478 △5,056 7,422 △24,283 

法人税等の支払額   △660,465 △219,343 441,121 △1,216,115 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  937,629 1,152,269 214,639 1,762,971 

 

- 連13 -



    

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（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） 金額（千円） 
増減 
（千円） 

金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

          

有形固定資産の取得
による支出 

  △23,807 △90,327 △66,520 △87,345 

有形固定資産の除却
による支出 

  △215,751 △9 215,741 △215,751 

貸付金の回収による
収入 

  16,497 82,029 65,532 49,385 

その他   △1,919 △15,518 △13,599 △12,939 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △224,980 △23,826 201,153 △266,649 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

          

短期借入による収入   1,980,000 2,280,000 300,000 4,460,334 

短期借入金の返済に
よる支出 

  △1,980,000 △2,280,334 △300,334 △4,460,000 

長期借入による収
入  

  － － － 200,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △71,100 △659,800 △588,700 △142,200 

自己株式の取得に 
よる支出 

  △102,492 △3,102 99,390 △105,226 

自己株式の売却に  
よる収入  

  11,601 270 △11,331 11,601 

配当金の支払額   △131,636 △261,810 △130,173 △133,271 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △293,628 △924,777 △631,149 △168,762 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 

  419,021 203,666 △215,355 1,327,559 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  1,221,943 2,549,503 1,327,559 1,221,943 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  1,640,965 2,753,169 1,112,204 2,549,503 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社は帝商㈱、キンパ

イ商事㈱、テイセン産業㈱、㈱

テイセンテクノの４社でありま

す。 

(1）左に同じ (1）左に同じ 

(2）非連結子会社は㈱六合社であ

ります。 

 なお、非連結子会社は小規模

であり、その総資産、売上高、

中間純損益のうち持分に見合う

額及び利益剰余金等のうち持分

に見合う額は、いずれも中間連

結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないので、連結の範囲か

ら除外しております。 

(2）左に同じ (2）非連結子会社は㈱六合社であ

ります。 

 なお、非連結子会社の総資 

産、売上高、当期純損益のうち

持分に見合う額及び利益剰余金 

のうち持分に見合う額のそれぞ

れの合計額等は、連結会社の 

総資産、売上高、当期純損益 

及び利益剰余金のそれぞれの 

合計額に対する影響は軽微であ

り、全体として連結財務諸表に 

重要な影響を及ぼしておりま 

せん。 

２．持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社１社並びに関連会

社４社のうち北洋リネンサプライ

㈱（関連会社）及び㈱麻業会館

（関連会社）については持分法を

適用しております。 

 持分法を適用していない非連結

子会社は、㈱六合社であり、主要

な関連会社は、㈱富士でありま

す。これらの持分法を適用してい

ない非連結子会社１社及び関連会

社２社については、中間純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要

性がないので、持分法の適用範囲

から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

 左に同じ 

２．持分法の適用に関する事項 

  非連結子会社１社並びに関連会 

 社４社のうち北洋リネンサプライ 

 ㈱（関連会社）及び㈱麻業会館 

 （関連会社）については持分法を 

 適用しております。 

  持分法を適用していない非連結 

 子会社は、㈱六合社であり、主要 

 な関連会社は㈱富士であります。 

 これらの持分法を適用していない 

 非連結子会社１社及び関連会社２  

 社の当期純損益及び利益剰余金の  

 持分に見合う額の合計額はそれぞ 

 れ連結純損益及び利益剰余金に及 

 ぼす影響が軽微であり、かつ全体 

 としても重要な影響を及ぼしてお 

 りません。 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

 連結子会社の中間期末日と中間

連結決算日は一致しております。 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

左に同じ 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結子会社の事業年度末日と連

結決算日は一致しております。 

 

- 連15 -



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 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）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

   たな卸資産 

    移動平均法による原価法 

   たな卸資産 

 左に同じ 

  たな卸資産 

  左に同じ 

   有価証券    有価証券 有価証券 

満期保有目的の債券 

 償却原価法 

    左に同じ 満期保有目的の債券 

 償却原価法 

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 

 期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

 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）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 有形固定資産 

定率法 

 ただし親会社の一部資産

（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。 

 有形固定資産 

 左に同じ 

 有形固定資産 

 左に同じ 

 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。 

 無形固定資産 

  左に同じ 

 無形固定資産 

  左に同じ 

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

（イ）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。 

（イ）貸倒引当金 

  左に同じ 

（イ）貸倒引当金 

  左に同じ 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（ロ）役員賞与引当金  

   ──── 

（ロ）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、当連結会計年

度末における支給見込額に基

づき、当中間連結会計期間末

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。  

（ロ）役員賞与引当金  

    ──── 

(ハ）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、当中間

連結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。 

(ハ）退職給付引当金 

 左に同じ 

(ハ）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計上して

おります。 

(ニ）役員退職慰労引当金 

 親会社については役員の退

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。 

(ニ）役員退職慰労引当金 

  左に同じ 

(ニ）役員退職慰労引当金 

 親会社については役員の退

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）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 

  左に同じ 

(4）重要なリース取引の処理方法 

  左に同じ 

(5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 

（イ）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。 

（イ）ヘッジ会計の方法 

  左に同じ 

(イ）ヘッジ会計の方法 

 左に同じ 

(ロ）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。 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  左に同じ 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 左に同じ 

(ハ）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。 

(ハ）ヘッジ方針 

  左に同じ 

(ハ）ヘッジ方針 

 左に同じ 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(ニ）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。 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

  左に同じ 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

 左に同じ 

(6）消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。 

(6）消費税等の会計処理方法 

  左に同じ 

(6）消費税等の会計処理方法 

  左に同じ 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得

の日から３ヶ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、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

短期の資金からなっております。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 左に同じ 

５．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 左に同じ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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（「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日に終了する連結会計年

度に係る連結財務諸表から適用

できることになったことに伴

い、当中間連結会計期間から同

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日に終了する連結会計年

度に係る連結財務諸表から適用

できることになったことに伴

い、当連結会計年度から同会計

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。 

  

 

- 連18 -



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  ──── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

  ──── 

  当中間連結会計期間より、

「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9,468,241千円でありま

す。 

なお中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間

における中間連結貸借対照表の

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。 

  

  

────  （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）以後終了する連

結会計年度の中間連結会計期間

から適用されることに伴い、当

中間連結会計期間より当該会計

基準を適用しております。これ

により前連結会計年度と同一の

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

益および税金等調整前中間純利

益がそれぞれ同額減少しており

ます。 
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表示方法の変更 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

  中間連結キャッシュ・フロー計算書 投資活動によ

るキャッシュ・フローの「投資有価証券取得による支

出」は、当中間連結会計期間から「その他」に含めて

表示しております。 

 なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「投資有価証券取得による支出」は△158千円であ

ります。 

  ──── 

前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

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

  4,895,692千円    4,989,043千円   4,951,881千円

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※２．担保資産 

(1）担保提供資産 (1）担保提供資産 (1）担保提供資産 

有形固定資産  

建物及び構築物 390,586千円

土地 373,885千円

  合計 764,472千円

有形固定資産  

建物及び構築物 374,985千円

土地  373,885千円

  合計  748,871千円

有形固定資産  

建物及び構築物    388,030千円

土地 373,885千円

  合計 761,916千円

 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 

 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 

 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 

建物及び構築物 335,016千円

土地 55,438千円

合計 390,454千円

建物及び構築物 320,976千円

土地 55,438千円

合計  376,415千円

建物及び構築物 333,261千円

土地  55,438千円

合計  388,699千円

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 

預り保証金 

(１年以内返済分

を含む) 

50,000千円

合計 50,000千円

  担保資産に対応する債務はありませ

ん。 

  銀行取引に係る根抵当権が設定されて

おります 

 担保資産に対応する債務はありませ

ん。 

 銀行取引に係る根抵当権が設定されて

おります。 

※３．非連結子会社及び関連会社に対するも

のは次のとおりであります。 

※３．非連結子会社及び関連会社に対するも

のは次のとおりであります。 

※３．非連結子会社及び関連会社に対するも

のは次のとおりであります。 

投資有価証券 150,287千円 投資有価証券    133,631千円 投資有価証券 145,004千円

※４．    ───── ※４．    ───── ※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。 

    受取手形 4,762千円

割引手形 172,559千円

支払手形 90,730千円

 ５．偶発債務  ５．偶発債務  ５．偶発債務 

保証債務 3,700千円

受取手形割引高 246,478千円

保証債務 3,075千円

受取手形割引高 347,810千円

保証債務 3,391千円

受取手形割引高 1,624,764千円
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（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 当中間連結会計期間 （自平成18年１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並びに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。 

 2.配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうちの主要な

費目は下記のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうちの主要な

費目は下記のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうちの主要な

費目は下記のとおりであります。 

役員報酬及び 

給料手当 
536,451千円

賞与 148,055千円

役員賞与引当金繰

入額 

 －千円

運送費及び保管費 79,437千円

減価償却費 23,300千円

販売手数料 13,360千円

貸倒引当金繰入額 －千円

退職給付費用 4,299千円

役員退職慰労 

引当金繰入額 
15,000千円

賃借料 57,634千円

役員報酬及び 

給料手当 
539,708千円

賞与 146,570千円

役員賞与引当金繰

入額  

16,750千円

運送費及び保管費 78,854千円

減価償却費 24,537千円

販売手数料       13,063千円

貸倒引当金繰入額 －千円

退職給付費用      28,904千円

役員退職慰労 

引当金繰入額 
      15,000千円

賃借料       57,365千円

役員報酬及び 

給料手当 
   1,071,770千円

賞与 276,125千円

役員賞与引当金繰

入額  

－千円

運送費及び保管費 158,630千円

減価償却費 48,616千円

販売手数料 17,536千円

貸倒引当金繰入額 2,039千円

退職給付費用 15,257千円

役員退職慰労 

引当金繰入額 
30,000千円

賃借料   115,322千円

※２．固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。 

※２．固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。 

※２．固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。 

  建物及び構築物 1,170千円

  機械装置及び運搬具 886千円

  工具器具及び備品 169千円

      

  機械装置及び運搬具   4,296千円

  工具器具及び備品 1,538千円

  建物及び構築物 1,190千円

  機械装置及び運搬具  4,227千円

  工具器具及び備品他      733千円

  
前連結会計年度末株式

数（千株） 

当中間連結会計期間増

加株式数（千株） 

当中間連結会計期間減

少株式数（千株） 

当中間連結会計期間末

株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 26,948 － － 26,948 

合計 26,948 － － 26,948 

自己株式     

普通株式 473 5 0 477 

合計 473 5 0 477 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当金 基準日 効力発生日 

 平成18年３月30日 

 定時株主総会 
普通株式 264,752千円 10円 平成17年12月31日 平成18年３月30日 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

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 

（平成17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,640,965千円

現金及び現金同等物 1,640,965千円

現金及び預金勘定   2,753,169千円

現金及び現金同等物  2,753,169千円

現金及び預金勘定    2,549,503千円

現金及び現金同等物 2,549,503千円
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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 

（前中間連結会計期間） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な「有価証券」 

（当中間連結会計期間） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な「有価証券」 

  

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日） 

取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 552,258 1,614,141 1,061,883 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 552,258 1,614,141 1,061,883 

  
前中間連結会計期間末（平成17年６月30日） 

中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 178,032 

  

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日） 

取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 552,563 2,068,802 1,516,239 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 552,563 2,068,802 1,516,239 

  
当中間連結会計期間末（平成18年６月30日） 

中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 178,032 

- 連22 -



（前連結会計年度） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な「有価証券」 

③ デリバティブ取引 

（前中間連結会計期間） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外の取引はありません。 

（当中間連結会計期間） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外の取引はありません。 

（前連結会計年度） 

  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外の取引はありません。 

  

前連結会計年度（平成17年12月31日） 

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 552,401 2,377,686 1,825,285 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 552,401 2,377,686 1,825,285 

  
前連結会計年度（平成17年12月31日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 178,032 
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④ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 （注）１．事業区分はその類似性により下記の区分としております。 

繊維……………純麻、麻混紡、化合繊等 

防災……………消防ホース、救助工作車、救助器具等 

不動産賃貸……ビル、ショッピングセンター等賃貸事業 

その他…………運搬機械製造、遊技場経営等 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の本社管理部門に係

る費用であります。 

前中間連結会計期間    361,630千円 

当中間連結会計期間    380,750千円 

前連結会計年度      707,125千円 

  
繊維 

（千円） 
防災 
（千円） 

不動産賃貸
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 4,536,052 5,832,756 184,196 308,595 10,861,600 － 10,861,600 

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
75,251 4,083 14,670 － 94,005 (94,005) － 

 計 4,611,304 5,836,840 198,866 308,595 10,955,605 (94,005) 10,861,600 

営業費用 4,351,209 4,890,482 104,085 283,409 9,629,187 250,014 9,879,201 

営業利益 260,094 946,357 94,780 25,185 1,326,418 (344,019) 982,399 

  
繊維 

（千円） 
防災 
（千円） 

不動産賃貸
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 3,812,597 6,124,682 319,505 359,639 10,616,425 － 10,616,425 

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
39,903 1,310 15,600 49 56,863 (56,863) － 

 計 3,852,501 6,125,993 335,105 359,688 10,673,289 (56,863) 10,616,425 

営業費用 3,667,247 5,125,066 119,383 319,493 9,231,190 308,406 9,539,597 

営業利益 185,253 1,000,927 215,722 40,195 1,442,098 (365,270) 1,076,828 

  
繊維 
（千円） 

防災 
（千円） 

不動産賃貸
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 8,986,584 10,827,437 450,358 644,946 20,909,327 － 20,909,327 

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
98,893 30,741 30,270 22 159,927 (159,927) － 

 計 9,085,478 10,858,178 480,628 644,969 21,069,255 (159,927) 20,909,327 

営業費用 8,391,624 9,212,537 254,916 600,097 18,459,176 513,605 18,972,782 

営業利益 693,854 1,645,641 225,712 44,871 2,610,078 (673,533) 1,936,545 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年１月１

日 至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

 前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年１月１

日 至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

 海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

（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。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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 313.55円

１株当たり中間純利益 22.50円

１株当たり純資産額 357.75円

１株当たり中間純利益      24.18円

１株当たり純資産額    350.47円

１株当たり当期純利益     42.37円

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

22.45円
潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

    24.11円
潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

    42.28円

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度 
(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） 599,110 640,197 1,158,600 

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） 
599,110 640,197 1,125,100 

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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