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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 7,580 24.4 487 388.5 438 23.5

17年９月中間期 6,094 △24.5 99 △73.5 354 △34.2

18年３月期 13,334 650 921

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 290 3.3 37 80

17年９月中間期 280 △1.8 41 52

18年３月期 590 84 11

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 7,675,326株 17年９月中間期 6,766,089株 18年３月期 6,784,151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）財務状態 （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 17,927 12,268 68.4 1,564 98

17年９月中間期 15,185 10,279 67.7 1,515 60

18年３月期 16,097 10,694 66.4 1,560 87

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 7,839,185株 17年９月中間期 6,782,268株 18年３月期 6,839,268株

②期末自己株式数 18年９月中間期 215株 17年９月中間期 132株 18年３月期 132株

２．19年３月期予想（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 14,500 780 480

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　61円88銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 － 8.00 8.00

19年３月期（実績） 4.00 －
10.00

19年３月期（予想） － 6.00

（注）18年９月中間期末配当金の内訳　記念配当　－円－銭　特別配当　－円－銭

その他の内訳　別紙参照

※　業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては、様々な不確

定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの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、中間決算短信（連結）添付資料の７ページをご参照下さい。
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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）
対前中間期
比

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（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  942,757   926,446    1,055,400   

２．受取手形 ※5 880,832   959,652    831,015   

３．売掛金  3,737,824   5,020,872    4,508,021   

４．有価証券  －   1,002,600    －   

５．たな卸資産  2,116,410   2,504,955    2,209,208   

６．その他 ※6 885,529   926,208    777,673   

貸倒引当金  △2,066   △652    △2,328   

流動資産合計   8,561,287 56.4  11,340,082 63.3 2,778,794  9,378,990 58.3

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産
※1、
2

          

(1）建物  949,385   899,259    917,802   

(2）機械装置  857,237   899,611    912,501   

(3）土地  892,660   891,135    892,660   

(4）その他  485,391   430,679    426,274   

　　　計  3,184,675   3,120,686    3,149,239   

２．無形固定資産  26,571   19,444    20,184   

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

※2 667,773   783,073    835,415   

(2）関係会社株
式

 1,395,570   1,395,570    1,395,570   

(3）その他  1,409,871   1,328,235    1,377,371   

貸倒引当金  △59,831   △59,585    △59,706   

　　　計  3,413,383   3,447,294    3,548,651   

固定資産合計   6,624,629 43.6  6,587,426 36.7 △37,203  6,718,074 41.7

資産合計   15,185,917 100.0  17,927,508 100.0 2,741,590  16,097,065 100.0
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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）
対前中間期
比

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（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 ※5 71,872   56,762    43,296   

２．買掛金  1,603,725   2,608,833    2,166,284   

３．１年以内返済
予定の長期借
入金

※2 234,000   209,000    234,000   

４．賞与引当金  298,164   292,739    167,863   

５．その他
※2、
6

800,655   759,199    984,021   

流動負債合計   3,008,417 19.8  3,926,534 21.9 918,116  3,595,465 22.4

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※2 482,500   273,500    365,500   

２．退職給付引当
金

 1,232,204   1,257,512    1,249,184   

３．役員退職慰労
引当金

 179,983   197,724    188,633   

４．その他  3,638   4,049    3,658   

固定負債合計   1,898,326 12.5  1,732,787 9.7 △165,539  1,806,976 11.2

負債合計   4,906,744 32.3  5,659,321 31.6 752,576  5,402,441 33.6
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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）
対前中間期
比

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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   493,508 3.3  － － △493,508  499,493 3.1

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  192,652   －    198,637   

 資本剰余金合計   192,652 1.3  － － △192,652  198,637 1.2

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  119,376   －    119,376   

２．任意積立金  8,860,396   －    8,860,396   

 ３．中間（当期） 　
　　　　 未処分
利益

 439,689   －    748,770   

 利益剰余金合計   9,419,463 62.0  － － △9,419,463  9,728,544 60.4

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  173,627 1.1  － － △173,627  268,027 1.7

Ⅴ　自己株式   △77 0.0  － － 77  △77 △0.0

 資本合計   10,279,173 67.7  － － △10,279,173  10,694,623 66.4

 負債資本合計   15,185,917 100.0  － － △15,185,917  16,097,065 100.0

            

 (純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

 　１．資本金   － －  1,094,493 6.1 1,094,493  － －

 　２．資本剰余金            

 (1) 資本準備金  －   998,637    －   

資本剰余金合計   － －  998,637 5.6 998,637  － －

 　３．利益剰余金            

 (1) 利益準備金  －   119,376    －   

 (2) その他利益　　 
　　剰余金

           

 固定資産圧縮積
立金

 －   39,835    －   

 別途積立金  －   9,304,518    －   

 繰越利益剰余金  －   480,822    －   

利益剰余金合計   － －  9,944,553 55.4 9,944,553  － －

 　４．自己株式   － －  △179 △0.0 △179  － －

 　 株主資本合計   － －  12,037,503 67.1 12,037,503  － －

Ⅱ　評価・換算差
　　額等

           

　 １．その他有価証
　　　 券評価差額金

  － －  230,683 1.3 230,683  － －

　　 評価・換算差額
     等合計

  － －  230,683 1.3 230,683  － －

 　  純資産合計   － －  12,268,187 68.4 12,268,187  － －

 　  負債純資産合計   － －  17,927,508 100.0 17,927,508  － －
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,094,902 100.0  7,580,677 100.0 1,485,775  13,334,106 100.0

Ⅱ　売上原価   5,000,075 82.0  6,040,003 79.7 1,039,928  10,589,961 79.4

売上総利益   1,094,826 18.0  1,540,673 20.3 445,846  2,744,144 20.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  994,962 16.4  1,052,875 13.9 57,912  2,093,860 15.7

営業利益   99,863 1.6  487,798 6.4 387,934  650,284 4.9

Ⅳ　営業外収益 ※1  271,237 4.5  19,282 0.3 △251,955  338,142 2.5

Ⅴ　営業外費用 ※2  16,217 0.3  68,839 0.9 52,622  66,653 0.5

経常利益   354,884 5.8  438,241 5.8 83,356  921,773 6.9

Ⅵ　特別利益 ※3  186,643 3.1  12,689 0.1 △173,954  187,262 1.4

Ⅶ　特別損失
※4、
5

 35,407 0.6  － － △35,407  124,005 0.9

税引前中間
（当期）純利
益

  506,121 8.3  450,930 5.9 △55,190  985,030 7.4

法人税、住民
税及び事業税

 300,579   164,219    438,411   

法人税等調整
額

 △75,388 225,190 3.7 △3,412 160,807 2.1 △64,383 △43,391 395,019 3.0

中間（当期）
純利益

  280,930 4.6  290,123 3.8 9,192  590,011 4.4

前期繰越利益   158,759   －    158,759  

中間（当期）
未処分利益

  439,689   －    748,770  
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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
金合計固定資産

圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
499,493 198,637 198,637 119,376 55,878 8,804,518 748,770 9,728,544 △77 10,426,596

中間会計期間中の変動額

新株の発行 595,000 800,000 800,000       1,395,000

固定資産圧縮積立金の取崩し

（注）　
    △16,042  16,042 －  －

別途積立金の積立て（注）      500,000 △500,000 －  －

剰余金の配当（注）       △54,714 △54,714  △54,714

役員賞与（注）       △19,400 △19,400  △19,400

中間純利益       290,123 290,123  290,123

自己株式の取得         △102 △102

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

（千円）
595,000 800,000 800,000 － △16,042 500,000 △267,947 216,009 △102 1,610,907

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,094,493 998,637 998,637 119,376 39,835 9,304,518 480,822 9,944,553 △179 12,037,503

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
268,027 268,027 10,694,623

中間会計期間中の変動額

新株の発行   1,395,000

固定資産圧縮積立金の取崩し

（注） 
  －

別途積立金の積立て（注）   －

剰余金の配当（注）   △54,714

役員賞与（注）   △19,400

中間純利益   290,123

自己株式の取得   △102

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△37,344 △37,344 △37,344

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△37,344 △37,344 1,573,563

平成18年９月30日　残高

（千円）
230,683 230,683 12,268,187

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。なお、「固定資産圧縮積立金の取崩し」には当

中間期末取崩分4,529千円が含まれております。
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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

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

子会社株式及び関連会社株式

　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

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

 

 

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。

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（評価差額は全部純

資産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

　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。

 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

製品・半製品・仕掛品・原材料

　総平均法による原価法を採用

しております。

(3）たな卸資産

製品・半製品・仕掛品・原材料

同左

(3）たな卸資産

製品・半製品・仕掛品・原材料

同左

 

 

貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

を採用しております。

貯蔵品

同左

貯蔵品

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（ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）

を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

　建物　　 ８～60年

　機械装置 　　10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エ

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）

３．引当金の計上基準

 

(1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損

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

　従業員の賞与金の支払に備え

て、賞与支給見込額の当中間会

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

　従業員の賞与金の支払に備え

て、賞与支給見込額の当期負担

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。

　数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（5年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生

の年度から費用処理することと

しております。

　当社は東日本電線工業厚生年

金基金に加盟しており、当中間

会計期間末における年金資産の

給与基準による按分額は、

2,218,900千円であります。

(3）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。

　数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（5年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生

の年度から費用処理することと

しております。

　当社は東日本電線工業厚生年

金基金に加盟しており、当中間

会計期間末における年金資産の

給与基準による按分額は、

2,559,790千円であります。

(3）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。

　数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（5年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生

の年度から費用処理することと

しております。

　当社は東日本電線工業厚生年

金基金に加盟しており、当事業

年度末における年金資産の給与

基準による按分額は、　　　

2,490,343千円であります。

 

 

(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、「役員の報酬等に関する

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。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(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、「役員の報酬等に関する

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。
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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）

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。

同左 同左

５．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。また、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件

を満たしている場合には振当処

理を、金利スワップについて特

例処理の条件を満たしている場

合に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

　当中間会計期間にヘッジ会計

を適用したヘッジ対象とヘッジ

手段は以下のとおりであります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　当事業年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ対象とヘッジ手段

は以下のとおりであります。

 ａ．ヘッジ手段…為替予約、通貨

スワップ

ａ．ヘッジ手段…同左 ａ．ヘッジ手段…同左

 ヘッジ対象…製品輸入による

外貨建買入債務及び外貨

建予定取引

ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左

 ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ ｂ．ヘッジ手段…同左 ｂ．ヘッジ手段…同左

 ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左

 

 

(3）ヘッジ方針

　当社の内規である「デリバ

ティブ取引管理規程」に基づき、

金利変動リスク、為替変動リス

クをヘッジしております。

(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

　ヘッジ対象の相場変動の累計

とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しておりま

す。ただし、特例処理によって

いる金利スワップについては、

有効性の評価を省略しておりま

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

６．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）

－ （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12,268,187千円でありま

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。

－ 

表示方法の変更

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）

 －

 

 （中間貸借対照表）

１．「有価証券」は、前中間会計期間まで、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会

計期間末において資産の総額の100分の５を越えたため

区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「有価証券」の金額は3,337

千円であります。
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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

8,539,351千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

8,690,903千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

8,644,096千円

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産並びに担保付債

務は次のとおりであります。

担保資産

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産並びに担保付債

務は次のとおりであります。

担保資産

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産並びに担保付債

務は次のとおりであります。

担保資産

建物 587,445千円(　494,321千円)

機械装置 86,516 (　 86,516　　)

土地 649,588 (　350,982　　)

その他(工具

器具備品)
3,489 (　　3,489　　)

投資有価証

券
94,670 (　　　 －　　)

合計 1,421,710 (　935,311　　)

建物 341,506千円(  253,075千円)

機械装置 40,995 ( 　40,995　　)

土地 643,564 (  344,959　　)

その他(工具

器具備品)
1,854 ( 　 1,854　　)

投資有価証

券
110,747 (　　　 －　　)

合計 1,138,668 (  640,884　　)

建物 567,972千円(  477,256千円)

機械装置 81,703 ( 　81,703　　)

土地 649,588 (  350,982　　)

その他(工具

器具備品)
2,913 (  2,913　　)

投資有価証

券
119,477 (　  　 －　　)

合計 1,421,655 (  912,857　　)

担保付債務 担保付債務 担保付債務

１年以内返

済予定の長

期借入金

224,000千円(　224,000千円)

長期借入金 475,000 (　475,000　　)

その他

(未払費用)
25,054 (　　　 －　　)

債務保証 319,617 (　319,617　　)

合計 1,043,671 (1,018,617　　)

１年以内返

済予定の長

期借入金

201,500千円(  201,500千円)

長期借入金 273,500 (  273,500　　)

その他

(未払費用)
12,360 (　　　 －　　)

債務保証 283,089 (  283,089　　)

合計 770,449 (  758,089　　)

１年以内返

済予定の長

期借入金

224,000千円(  224,000千円)

長期借入金 363,000 (  363,000　　)

その他

(未払費用)
13,646 (　　　 －　　)

債務保証 374,140 (  374,140　　)

合計 974,787 (  961,140　　)

　上記のうち（　　）内書は工場財団抵

当並びに当該債務を示しております。

　上記のうち（　　）内書は工場財団抵

当並びに当該債務を示しております。

　上記のうち（　　）内書は工場財団抵

当並びに当該債務を示しております。

　３．債務保証

　次の関係会社について、金融機関から

の借入・仕入先からの買掛金に対し債務

保証を行っております。

　３．債務保証

　次の関係会社について、金融機関から

の借入・仕入先からの買掛金に対し債務

保証を行っております。

　３．債務保証

　次の関係会社について、金融機関から

の借入・仕入先からの買掛金に対し債務

保証を行っております。

保証先 金額(千円) 内容

福泰克（連雲
港）電線有限
公司

265,256 借入債務

連雲港平河電
子有限公司

3,890 買掛債務

福泰克(呉江)
電子有限公司

11,321 借入債務

福泰克-楽庭
有限公司

43,040 借入債務

計 323,508 －

保証先 金額(千円) 内容

福泰克（連雲
港）電子有限
公司

275,255
借入債務・
買掛債務

福泰克(呉江)
電子有限公司

11,790 借入債務

福泰克-楽庭
有限公司

736,356 買掛債務

計 1,023,401 －

保証先 金額(千円) 内容

福泰克（連雲
港）電子有限
公司

270,758 借入債務

連雲港平河電
子有限公司

3,076 買掛債務

福泰克(呉江)
電子有限公司

11,748 借入債務

 福泰克-楽庭
有限公司

91,634  借入債務

計 377,217 －

　４．受取手形裏書高 12,473千円

※５．　　　　　　　－

 

 

 

　４．受取手形裏書高 14,623千円

※５．中間期末日満期手形  

　中間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。

なお、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。　 

受取手形　　　　　　　　 53,005千円

裏書手形　　　　　　　　  3,214千円

支払手形　　　　　　　　 12,177千円

　４．受取手形裏書高 12,439千円

※５．　　　　　　　－

 

 

 

※６．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、流動負債の「その他」に含め

ております。

※６．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、流動資産の「その他」に含め

ております。

 ※６．　　　　　　　－
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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

受取利息 240千円

受取配当金 4,298千円

為替差益 255,270千円

 この中には、通貨スワップ評価益

244,894千円が含まれております。

受取利息 436千円

有価証券利息 1,274千円

受取配当金

事務代行手数料 

貯蔵品売却益 

 4,924千円

2,039千円

4,355千円

受取利息 512千円

受取配当金 8,296千円

為替差益 306,478千円

 この中には、通貨スワップ評価益　　

　293,879千円が含まれております。

※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 7,073千円

機械装置除却損 2,315千円

工具器具備品除却損 3,269千円

支払利息 3,920千円

株式交付費 19,856千円

為替差損 30,349千円

　為替差損は為替差益と相殺して表示

しており、この中には、通貨スワップ

評価損34,719千円が含まれておりま

す。 

支払利息 11,814千円

機械装置除却損 3,556千円

工具器具備品除却損

株式公開費用 

7,690千円

41,046千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　　　　　　　　－ ※３　特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 121,594千円

賞与引当金取崩益 64,453千円

投資有価証券売却益 121,594千円

賞与引当金取崩益 64,453千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４．　　　　　　　－ ※４　特別損失のうち主要なもの

ゴルフ会員権等評価損 8,000千円

貸倒引当金繰入額 25,400千円

減損損失 2,007千円

  

  

  

たな卸資産除却損

ゴルフ会員権等評価損

88,597千円

8,000千円

貸倒引当金繰入額

減損損失

25,400千円

2,007千円

※５　減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下

の資産について減損損失を計上しました。

※５．　　　　　　　－ ※５　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資

産について減損損失を計上しました。

場所 那須空地（栃木県那須町）

用途 遊休

種類 土地

減損損失 2,007千円

減損損失の
認識に至っ
た経緯

帳簿価格に比較して市場価
格が著しく下落したため

回収可能価
額

正味売却価額

回収可能価
額の算定方
法

路線価を基礎に合理的に調
整した価額

場所 那須空地（栃木県那須町）

用途 遊休

種類 土地

減損損失 2,007千円

減損損失の
認識に至っ
た経緯

帳簿価格に比較して市場価
格が著しく下落したため

回収可能価
額

正味売却価額

回収可能価
額の算定方
法

路線価を基礎に合理的に調
整した価額

（グルーピングの方法）

　他の資産または資産グループのキャッ

シュ・フローから概ね独立したキャッシュ・

フローを生み出す単位として事業部別にグ

ルーピングを行いました。

（グルーピングの方法）

　他の資産または資産グループのキャッ

シュ・フローから概ね独立したキャッシュ・

フローを生み出す単位として事業部別にグ

ルーピングを行いました。

６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額

有形固定資産 186,193千円

無形固定資産 6,552千円

有形固定資産 175,838千円

無形固定資産 6,094千円

有形固定資産 393,621千円

無形固定資産 12,939千円
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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）

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
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末期末
残高相
当額
(千円)

その他
(工具器具備
品)

28,260 8,007 20,253

合計 28,260 8,007 20,253

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末期末
残高相
当額
(千円)

その他
（車両運搬
具）

27,497 5,354 22,143

 その他
 (工具器具備
品)

28,260 13,659 14,601

合計 55,757 19,013 36,744

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

その他
(工具器具備
品）

28,260 10,833 17,427

合計 28,260 10,833 17,427

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等

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。

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の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。

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

１年内 5,652 千円

１年超 14,601 千円

合　計 20,253 千円

１年内 12,318 千円

１年超 24,425 千円

合　計 36,744 千円

１年内  5,652 千円

１年超  11,775 千円

合　計  17,427千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定資産

の中間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。

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産の期末

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。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 2,826 千円

減価償却費相当額 2,826 千円

支払リース料 6,917 千円

減価償却費相当額 6,917 千円

支払リース料  5,652 千円

減価償却費相当額  5,652 千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左

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）

　中間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。

－ 47 －



（重要な後発事象）

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）

－ － 　平成18年３月29日及び平成18年４月

12日開催の取締役会において、下記の

とおり新株式の発行を決議し、平成18

年５月１日に払込が完了いたしまし

た。

　この結果、平成18年５月１日付で資

本金は1,094,493千円、発行済株式総

数は7,839,400株となっております。 

①　募集方法　　：一般募集

　　　　　　　　　（ブックビルデ

　　　　　　　　　ィング方式によ

　　　　　　　　　る募集）  

②　発行する株式：普通株式

　　の種類及び数 　　1,000,000株 

③　発行価格　　：１株につき  

　　　　　　　　　　　　1,500円

　　一般募集はこの価格にて行いま

    した。

④　引受価額　　：１株につき

　　　　　　　　　　　　1,395円

　　この価額は当社が引受人より１

　　株当たりの新株式払込金として

　　受取った金額であります。

　　なお、発行価格と引受価額との

　　差額の総額は、引受人の手取金

　　となります。 

⑤　発行価額　　：１株につき

　　　　　　　　　　　　1,190円

　　　　  （資本組入額　595円） 

⑥　発行価額の総額：1,190,000千円

⑦　払込金額の総額：1,395,000千円

⑧　資本組入額の総額：595,000千円

⑨　払込期日　：平成18年５月１日 

⑩　配当起算日：平成18年４月１日 

⑪　資金の使途：古河事業所の建物

　　　　　　　　建替え等生産環境

　　　　　　　　整備に充当  
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