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１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （百万円未満切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 75,541 (41.8) 1,674 (33.0) 1,624 (35.2)

17年９月中間期 53,265 (△14.6) 1,258 (△22.9) 1,200 (△18.2)

18年３月期 124,125 2,729 2,589

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９月中間期 958 (34.6) 140 98

17年９月中間期 712 (△18.6) 104 72

18年３月期 1,524 221 01

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 6,801,920株 17年９月中間期 6,802,000株 18年３月期 6,801,981株

②会計処理方法の変更 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 （百万円未満切り捨て）

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９月中間期 46,211 11,675 25.3 1,716 52

17年９月中間期 31,367 10,129 32.3 1,489 14

18年３月期 37,711 10,951 29.0 1,606 91

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 6,801,920株 17年９月中間期 6,802,000株 18年３月期 6,801,920株

②期末自己株式数 18年９月中間期 80株 17年９月中間期 －株 18年３月期 80株

２．19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

通期 149,000 2,790 1,640

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　241円 11銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

期末 年間

18年３月期 25.00 25.00

19年３月期（予想） 25.00 25.00

※　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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能

性がありますことをご承知おきください。
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６．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９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,932 1,102 1,471

２．受取手形 ※５ 558 1,458 1,871

３．売掛金 23,202 35,411 25,189

４．たな卸資産 3,837 6,862 7,209

５．その他 ※２ 1,337 776 1,467

流動資産合計 30,868 98.4 45,612 98.7 37,208 98.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 25 20 22

２．無形固定資産 9 7 9

３．投資その他の資産 467 570 470

　　貸倒引当金 △2 － －

固定資産合計 499 1.6 598 1.3 502 1.3

資産合計 31,367 100.0 46,211 100.0 37,711 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 3,320 6,056 6,857

２．短期借入金 ※４ 10,469 20,862 12,478

３．未払金 5,542 5,608 5,564

４．引当金 95 115 95

５．その他 672 717 606

流動負債合計 20,099 64.1 33,361 72.2 25,603 67.9

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,000 1,000 1,000

２．引当金 138 174 156

固定負債合計 1,138 3.6 1,174 2.5 1,156 3.1

負債合計 21,238 67.7 34,535 74.7 26,760 71.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,054 6.5 － － 2,054 5.4

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,984 － 1,984

資本剰余金合計 1,984 6.3 － － 1,984 5.3

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 55 － 55

２．任意積立金 800 － 800

３．中間（当期）未処分
利益

5,216 － 6,028

利益剰余金合計 6,072 19.4 － － 6,884 18.2

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

18 0.1 － － 28 0.1

Ⅴ　自己株式 － － － － △0 △0.0

資本合計 10,129 32.3 － － 10,951 29.0

負債資本合計 31,367 100.0 － － 37,711 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金
 

 － －  2,054 4.4  － －

２．資本剰余金    

　(1)資本準備金 － 1,984 －

　資本剰余金合計 － － 1,984 4.3 － －

３．利益剰余金    

　(1)利益準備金 － 55 －

　(2)その他利益剰余金    

　　別途積立金 － 800 －

　　繰越利益剰余金 － 6,796 －

　利益剰余金合計 － － 7,652 16.6 － －

４．自己株式  － －  △0 △0.0  － －

株主資本合計 － － 11,690 25.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券
評価差額金

 － －  △10 △0.0  － －

２．繰延ヘッジ損益  － －  △4 △0.0  － －

評価・換算差額等
合計

－ － △14 △0.0 － －

純資産合計 － － 11,675 25.3 － －

負債純資産合計 － － 46,211 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 53,265 100.0 75,541 100.0 124,125 100.0

Ⅱ　売上原価 51,171 96.1 72,901 96.5 119,640 96.4

売上総利益 2,094 3.9 2,640 3.5 4,484 3.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 835 1.6 965 1.3 1,754 1.4

営業利益 1,258 2.3 1,674 2.2 2,729 2.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 160 0.3 243 0.3 364 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２ 218 0.4 293 0.4 504 0.4

経常利益 1,200 2.2 1,624 2.1 2,589 2.1

Ⅵ　特別利益 1 0.0 － － 4 0.0

税引前中間（当
期）純利益

1,202 2.2 1,624 2.1 2,593 2.1

法人税、住民税及
び事業税

534 655 1,098

法人税等調整額 △44 490 0.9 9 665 0.8 △29 1,069 0.9

中間（当期）純利
益

712 1.3 958 1.3 1,524 1.2

前期繰越利益 4,504 － 4,504

中間（当期）未処
分利益

5,216 － 6,028
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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４月１日　至平成18年９月30日）

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

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
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高

（百万円）
2,054 1,984 1,984 55 800 6,028 6,884 △0 10,922

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △170 △170  △170

利益処分による役員賞

与
     △21 △21  △21

中間純利益      958 958  958

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 （百万円）
－ － － － － 767 767 － 767

平成18年９月30日残高

（百万円）
2,054 1,984 1,984 55 800 6,796 7,652 △0 11,690

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18年３月31日残高

（百万円）
28 － 28 10,951

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △170

利益処分による役員賞

与
   △21

中間純利益    958

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

△39 △4 △43 △43

中間会計期間中の変動額

合計（百万円）
△39 △4 △43 724

平成18年９月30日残高

（百万円）
△10 △4 △14 11,675
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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．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

　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）を採用しております。

(1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同　　左

(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。

(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

　移動平均法による原価法を採用

しております。

(3) たな卸資産

同　　左

(3) たな卸資産

同　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

３～15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年以内）に基づく定額

法を採用しております。

(2) 無形固定資産

同　　左

(2) 無形固定資産

同　　左

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　売掛債権等の貸倒損失に備える

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、支給見込額に基づき計上して

おります。

(2）賞与引当金

同　　左

(2）賞与引当金

同　　左

(3）役員賞与引当金

──────

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しており

ます。

(3）役員賞与引当金

──────

 

 
 （会計方針の変更）

　当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号　平成17年11月

29日）を適用しております。

 これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それ

ぞれ11百万円減少しております。

 

 

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

付債務に基づき計上しております。

　なお、当中間会計期間末におけ

る退職給付債務の算定にあたって

は、自己都合退職による当中間会

計期間末要支給額の100％を退職

給付債務とする方法によって計上

しております。

(4) 退職給付引当金

同　　左

(4) 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

務に基づき計上しております。

　なお、当事業年度末における退

職給付債務の算定にあたっては、

自己都合退職による当事業年度末

要支給額の100％を退職給付債務

とする方法によって計上しており

ます。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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) 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、役員退職慰労金規程に基

づく当中間会計期間末要支給額を

計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同　　左

(5) 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、役員退職慰労金規程に基

づく当事業年度末要支給額を計上

しております。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同　　左 　外貨建金銭債権債務は、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。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同　　左 同　　左

６．ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

将来の外貨建予定取引に係る為

替予約については、繰延ヘッジ処

理を採用しております。また、金

利スワップの特例処理の要件を満

たす金利スワップ取引については、

特例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同　　左

①　ヘッジ会計の方法

同　　左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建予定取

引

金利スワップ 借入金利息

同　　左 同　　左

③　ヘッジ方針

将来の外貨建取引に係る為替変

動リスクを最小限にとどめ、適切

な利益管理を行う目的から先物為

替予約を行い、為替変動リスクを

ヘッジしております。また、借入

金に係る金利変動リスクをヘッジ

する目的で金利スワップ取引を

行っております。

③　ヘッジ方針

同　　左

③　ヘッジ方針

同　　左

④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、ヘッ

ジ開始時及びその後も継続して、

相場変動又はキャッシュ・フロー

変動を相殺できるものと想定する

ことができるため、ヘッジ有効性

の判定は省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同　　左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同　　左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

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。

消費税等の会計処理

同　　左

消費税等の会計処理

同　　左
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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４月１日

　　至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９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）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適

用しております。これによる損益に与える影

響はありません。

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を適用しております。これによる損益

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。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は、

11,679百万円であります。

なお、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、中間財務諸表等

規則の改正に伴い、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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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　67百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　55百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　71百万円

※２．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

※２．消費税等の取扱い

同　　左

──────

────── ３．偶発債務

　債務保証

　金融機関からの借入金に対し、

債務保証を行っております。

──────

保証先 金額
（百万円）

内容

上海東棉
半導体有
限公司

129
借入金

※４．当社は、資金調達の機動性確保

等を目的として、金融機関７行と

コミットメントライン設定契約を

締結しております。当中間会計期

間末におけるコミットメントライ

ンに係る借入未実行残高等は、次

のとおりであります。

※４．当社は、資金調達の機動性確保

等を目的として、金融機関８行と

コミットメントライン設定契約を

締結しております。当中間会計期

間末におけるコミットメントライ

ンに係る借入未実行残高等は、次

のとおりであります。

──────

コミットメントラインの総額

8,000百万円

借入実行残高 －

借入未実行残高 8,000百万円

コミットメントラインの総額

10,000百万円

借入実行残高 10,000百万円

借入未実行残高      －百万円

 

 

  

  

───────  ※５．中間会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。

なお、当中間会計期間末日は金

融機関の休日であったため、次の

満期手形が中間会計期間末日の残

高に含まれております。 

受取手形　　     406百万円

───────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

仕入割引 159百万円 仕入割引    219百万円 仕入割引    360百万円

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

支払利息 97百万円

債権売却損 79百万円

支払利息   149百万円

債権売却損   88百万円

支払利息    229百万円

債権売却損    169百万円

為替差損   54百万円

３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額

有形固定資産 3百万円

無形固定資産 1百万円

有形固定資産  2百万円

無形固定資産  1百万円

有形固定資産  7百万円

無形固定資産  2百万円

（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４月１日　至　平成18年９月30日）

 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

　　株式数（株）

当中間会計期間減少

　　株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

 普通株式 80 － － 80

 　　　　合計 80 － － 80

－ 36 －



①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額

(百万円)

有形固定資産 11 1 9

無形固定資産 138 24 113

合計 149 26 122

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額

(百万円)

有形固定資産 14 4 10

無形固定資産 139 52 87

合計 154 56 97

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額

(百万円)

有形固定資産 11 3 8

無形固定資産 138 38 99

合計 149 41 107

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

１年内 29百万円

１年超 94百万円

合計 123百万円

１年内   30百万円

１年超   68百万円

合計    98百万円

１年内 29百万円

１年超  79百万円

合計    108百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(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 17百万円

減価償却費相当額 17百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料   15百万円

減価償却費相当額   15百万円

支払利息相当額  0百万円

支払リース料 31百万円

減価償却費相当額 30百万円

支払利息相当額  1百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同　　左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同　　左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

(5）利息相当額の算定方法

同　　左

(5）利息相当額の算定方法

同　　左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 2百万円

１年超 6百万円

合計 8百万円

１年内  3百万円

１年超  6百万円

合計  9百万円

１年内 3百万円

１年超  7百万円

合計  11百万円
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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のいずれにおいても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）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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株当たり純資産額 1,489円14銭

１株当たり中間純利益金額 104円72銭

１株当たり純資産額 1,716円52銭

１株当たり中間純利益金額 140円98銭

１株当たり純資産額  1,606円91銭

１株当たり当期純利益金額 221円01銭

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

２．１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。

前中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９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株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（百万円） 712 958 1,524

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 21

(うち利益処分による役員賞与金（百万円）) (－) (－) (21)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 712 958 1,503

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,802 6,801 6,801

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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