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                                                （財）財務会計基準機構会員 

 

平成 19 年６月期 第１四半期財務・業績の概況（連結） 
平成 18 年 11 月９日

 

上場会社名 

（ＵＲＬ http: 

株式会社フジコー（銘柄名：ＦＵＪＩＫＯＨ）

//www.fujikoh-net.co.jp） 

（コード番号：2405 東京証券取引所マザーズ）

 

   

問合せ先 代表者役職・氏名

     責任者役職・氏名

代表取締役社長  小林 直人

経営企画室長   清水 周二

  ＴＥＬ：（03）3841 - 5431 

 

 

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 ：無 

 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６月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年７月 1日 ～ 平成 18 年９月 30 日） 

(1) 連結経営成績の進捗状況 (記載金額は百万円未満切捨て表示)

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期(当期)純利益

 

19 年６月期第１四半期 

18 年６月期第１四半期 

百万円

438

460

％

△4.8

△2.8

百万円

9

74

％

△87.1

△42.3

百万円

△24

59

％ 

― 

△30.4 

百万円

△10

33

％

―

△25.6

(参考)18 年６月期 1,760 161 96  49

 

 
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 

 

19 年６月期第１四半期 

18 年６月期第１四半期 

円 銭

△111 97

348 63

円 銭

－ －

302 48

(参考)18 年６月期 509 72 442 98

（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しております。 

 

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期連結会計期間において、今期の取り組み目標に関して下記の内容を進めてまいりました。 

①「バイオマスガス化発電施設」の建設に着手し、早期の営業運転開始を目指す 

  バイオマスガス化発電施設の建設準備過程において、農林水産省のバイオマス利活用促進に向けた施設整

備交付金制度の申請を行い、平成 18 年９月に交付決定を受けました。建設・プラント会社との契約締結後、

平成 18 年 11 月の工事着工を予定しております。 

 

②「第２再資源化センター」の新設に向けた取り組みを進め早期の事業化を目指す 

  事業用地の選定作業を進めるとともに、食品循環資源のリサイクルとともに木くず等の建設系廃棄物をバ

イオマス燃料へのリサイクル化事業の検討を行うことにより、収益性の高い「バイオマス利活用施設」の展

開を目指しております。 
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③ コスト削減と効率化に向けた新技術の研究開発を着実に進め早期の実用化を目指す 

前期より技術開発に取り組んでおります食品リサイクル事業の前処理装置であります「破砕乾燥機」の開

発・実用化に関して、経済産業省から平成 18 年９月 25 日付けで「平成 18 年度 新連携対策補助金」の交

付決定を受け、専門家の意見を取り入れながら開発を進めております。今後は技術面の課題を解決するとと

もに、特許関連の確認を行い、実用化に向けたマーケティング調査等を実施する計画であります。 

 

④ 2006 年 12 月中に「遊技機リサイクル事業」の廃棄物処理業の許可取得手続きを実施 

茨城県で準備を進めておりました「廃遊技機リサイクル工場」の建設工事が完了し、完成検査が終了し

ましたので、平成 18 年９月に産業廃棄物処分業の許可申請を行いました。本年 12 月には許可を取得できる

見通しでありますので、許可取得後の稼動開始に向けた営業活動を㈱フジコーユーギにて行っており、年内

に３０店舗前後の受注を目指しております。 

 

⑤ 子会社㈱フジコーユーギの積極的な営業活動により、許可取得後の 2007 年１月より事業拡大を実施 

多店舗展開されているホール様を中心に営業活動を行い、遊技台の運送取次ぎ、保管管理、リサイクル処

理のワンストップサービスの利便性を各ホール様にご理解いただき、関東及び東北地域での受注を見込んで

おります。 

 

以上の結果、当第１四半期連結売上高は438百万円となりました。バイオマスガス化発電施設の稼動に向け

た人件費の増加及び廃遊技機リサイクル事業の先行投資等により、営業利益は9百万円となりました。営業外

費用につきましては、バイオマスガス化発電施設の着工遅延にともなうコミットメントライン延長費用、社債

発行費、貸倒引当金、支払利息等34百万円を計上した結果、24百万円の第１四半期連結経常損失、10百万円の

第１四半期連結純損失となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（建設系リサイクル事業） 

当第１四半期連結会計期間におきましては、木くず等の廃棄物受入数量は概ね計画通りでありましたが、解

体工事件数が前年比で減少したため、売上高が計画を下回り、344,318千円となりました。営業費用では施設

維持管理での消耗品等、熱分解設備の稼動に伴う減価償却費、人件費等の増加、解体工事の利益減少等により、

営業利益は80,654千円となりました。 

 

 廃棄物関連 工事関連 セグメント計 

売 上 295,932 38,386 334,318 

計画比 100.8％ 79.6％ 97.8％ 

 

（食品系リサイクル事業） 

当第１四半期連結会計期間におきましては、飼料化事業は受入数量及び営業費用ともに若干変動はありまし

たが、概ね計画通り推移しました。堆肥化・メタン発電事業においては、メタン発電装置の発電機部分に損傷

が発生し、エンジン及び発電機のユニットをオーストリアから輸入し、本年９月に交換工事を行いました。こ

の結果、受入数量が計画を下回り、売上高は64,856 千円となりました。営業費用において、発電機エンジン

ユニット交換費用の一部負担及び堆肥化乾燥機の修繕費が発生したため、当初は営業黒字の見通しでありまし

たが、7,604千円の営業損失となりました。 

 

 堆肥化・メタン発電 飼料化 セグメント計 

売 上 46,276 18,580 64,856 

計画比 89.9％ 112.6％ 95.4％ 

 

 

（遊技機リサイクル事業） 

 当第１四半期連結会計期間におきましては、リサイクル施設の整備を進め、廃棄物処分業の許可手続きを行

うとともに、効率的な分解作業に向けた従業員の教育訓練を行ってまいりました。合わせて、廃遊技機の確保

に向けた営業活動と運送・保管業務の体制整備を進めてまいりました。これらの結果、売上高は10,240千円と

なりましたが、人件費等の先行投資により16,008千円の営業損失となりました。 
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（環境事業） 

当第１四半期連結会計期間におきましては、新築工事件数が増加するとともに、リフォーム工事会社からの

既存住宅工事の新規受注も増加したため、売上高は29,395千円、営業利益は5,604千円となりました。 

   

   部門別連結売上高 

前第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年９月30日）

当第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前 連 結 会 計 年 度 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成18年６月30日）事業の種類別セグメントの名称 

金額(千円) 
構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 

建設系リサイクル事業 368,266 79.9 334,318 76.2 1,379,356 78.3 

食品系リサイクル事業 65,328 14.2 64,856 14.8 261,676 14.9 

遊技機リサイクル事業 ― ― 10,240 2.3 ― ―

環境事業 27,159 5.9 29,395 6.7     119,927 6.8 

合           計 460,753 100.0 438,812 100.0 1,760,960 100.0 

（注）前連結会計年度まで「建設系リサイクル事業」「食品系リサイクル事業」「環境事業」としておりましたが、当第

１四半期連結会計期間より「建設系リサイクル事業」「食品系リサイクル事業」「遊技機リサイクル事業」「環境

事業」とすることに変更いたしました。この変更は、従来の「建設系リサイクル事業」における遊技機リサイク

ル事業の金額的重要性の増加によるものであります。 

 

(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 

 

19 年６月期第１四半期 

18 年６月期第１四半期 

百万円

3,335

3,035

百万円

1,008

1,010

％ 

30.2 

33.3 

円 銭

10,334 08

10,365 84

(参考)18 年６月期 3,117 1,028 33.0 10,535 35

 

(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

 

19 年６月期第１四半期 

18 年６月期第１四半期 

百万円

46

△57

百万円

△89

6

百万円 

221 

△132 

百万円

371

131

(参考)18 年６月期 221 △203 △139 193

 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 ①財政状態の変動状況について 

当第１四半期連結会計期間の総資産は前連結会計年度末と比較して 217,834 千円増加し、3,335,608 千円

となりました。主な増加要因として、資産については社債発行による資金調達により現金及び預金が

145,089 千円、有形固定資産の取得により固定資産が 56,175 千円それぞれ増加しております。負債につい

ては、社債発行による資金調達により 238,052 千円増加しております。純資産については、剰余金の配当、

第１四半期純損失により、前連結会計年度末と比較して 20,218 千円減少しております。 



 - 4 -

 

 ②連結キャッシュ・フローの状況について 

  当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 178,114 千円増加し、

371,756 千円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで

あります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は、46,194 千円となりました。これは主に減価償却費 68,898 千円の収入と

税金等調整前当期純損失 15,878 千円の減少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） 

 投資活動により使用した資金は、89,671 千円となりました。これは主に遊技機リサイクル施設等の有形

固定資産の取得 122,064 千円の支出と定期預金等の戻し入れ 39,025 千円の収入によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、221,592 千円となりました。これは主に社債発行による資金調達 391,415

千円の収入と、借入金、割賦未払金、社債等の返済並びに償還 137,524 千円の支出によるものであります。 

 

３．平成 19 年６月期の連結業績予想(平成 18 年７月 1日～平成 19 年６月 30 日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

中  間  期 

通      期 

百万円

890

1,820

百万円

30

86

百万円

12

45

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 461 円 54 銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

連結業績予想につきましては、建設系リサイクル事業における、廃棄物処理の需要は堅調に推移してお

りますが、解体工事の売上が若干計画を下回る工事件数で推移しております。食品系リサイクル事業は、

飼料化事業も堅調に推移しておりますが、上期中に受入料金の改定を実施する予定であり、一時的な影響

が発生する可能性がありますが、底堅い需要が見込めるため、計画通り推移する見通しであります。遊技

機リサイクル事業は上期中に契約締結する見通しでありますので、現時点におきまして連結・個別ともに

前回公表数値に変更はありません。 

 

※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おります。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。  
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４．四半期連結財務諸表 

(1)四半期連結貸借対照表 
（単位：千円未満切捨）

前第１四半期連結会計期間末

（平成17年９月30日現在）

当第１四半期連結会計期間末

（平成18年９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６月30日現在）科 目 

注

記 

番

号 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（資産の部） 
 

 

Ⅰ 流動資産 
 

 

１．現金及び預金 ※２   194,703 404,362 259,273

２．受取手形及び売

掛金 

 
 260,527 260,619 237,309

３．たな卸資産 
 

 1,020 685 1,556

４．その他 
 

 84,608 74,175 71,945

貸倒引当金 
 

 △112 △110 △99

流動資産合計 
 

 540,747 17.8 739,732 22.2 569,984 18.3

Ⅱ 固定資産 
 

 

１．有形固定資産 ※１  

(1) 建物及び構築

物 
※2,3 862,881 1,058,000 1,007,753

(2) 機械装置及び

運搬具 
※2,3 950,706 1,056,371 1,058,670

(3)  土地 ※２ 146,355 190,330 183,887

(4) 建設仮勘定  289,936 132,260 130,776

(5) その他 
 

10,464 2,260,344 16,843 2,453,806 16,541 2,397,631

２．無形固定資産 
 

 5,420 5,748 6,060

３．投資その他の資

産 

 
 

(1) 投資有価証券 
 

10,612 14,493 12,606

(2) その他 
 

218,597 124,321 131,491

貸倒引当金 
 

― 229,209 △2,494 136,320 ― 144,097

固定資産合計 
 

 2,494,974 82.2 2,595,876 77.8 2,547,789 81.7

資産合計 
 

 3,035,722 100.0 3,335,608 100.0 3,117,773 100.0
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（単位：千円未満切捨）

前第１四半期連結会計期間末

（平成17年９月30日現在）

当第１四半期連結会計期間末 

（平成18年９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６月30日現在）
科 目 

注

記

番

号 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金   90,289 93,539   94,865

２．短期借入金   ― ―   10,000

３．一年以内返済予定

長期借入金 
※２  271,062 190,092   206,422

４．一年以内償還社債   ― 165,000   85,000

５．未払金 ※２  311,196 246,067   236,041

６．未払法人税等   32,421 ―   ―

７．賞与引当金   10,990 12,897   ―

８．その他   42,590 39,354   51,696

流動負債合計   758,550 25.0 746,951 22.4  684,025 21.9

Ⅱ 固定負債     

１．社債   112,500 512,500   235,000

２．長期借入金 ※２  514,813 460,221   513,750

３．長期未払金 ※２  559,822 572,313   586,968

４．役員退職慰労引当

金 
  30,095 ―   35,675

５．その他   49,271 34,954   33,467

固定負債合計   1,266,502 41.7 1,579,988 47.4  1,404,862 45.1

負債合計   2,025,053 66.7 2,326,940 69.8  2,088,887 67.0

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   178,375 5.9 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   299,235 9.9 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   531,377 17.5 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券評

価差額金 
  1,681 0.0 ― ―  ― ―

資本合計   1,010,669 33.3 ― ―  ― ―

負債及び資本合計   3,035,722 100.0 ― ―  ― ―

     



 - 7 -

 

（単位：千円未満切捨）

前第１四半期連結会計期間末

（平成17年９月30日現在）

当第１四半期連結会計期間末 

（平成18年９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６月30日現在）
科 目 

注

記

番

号 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   ― ― 178,375 5.3  178,375 5.7

２．資本剰余金   ― ― 299,235 9.0  299,235 9.6

３．利益剰余金   ― ― 526,417 15.8  547,083 17.6

株主資本合計   ― ― 1,004,027 30.1  1,024,693 32.9

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券

評価差額金 
  ― ― 3,545 0.1  2,503 0.1

評価・換算差額等合計   ― ― 3,545 0.1  2,503 0.1

Ⅲ 新株予約権   ― ― 240 0.0  240 0.0

Ⅳ 少数株主持分   ― ― 855 0.0  1,449 0.0

純資産合計   ― ― 1,008,667 30.2  1,028,886 33.0

負債純資産合計   ― ― 3,335,608 100.0  3,117,773 100.0
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(2)四半期連結損益計算書 
（単位：千円未満切捨）

前第１四半期連結会計期間
（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年９月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自 平成18年７月１日 

  至 平成18年９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７月１日 

  至 平成18年６月30日） 
科 目 

注

記

番

号
金額 百分比 金額 百分比 金額 

百分

比 

      

Ⅰ 売上高   460,753 100.0 438,812 100.0  1,760,960 100.0

Ⅱ 売上原価   323,450 70.2 364,999 83.2  1,324,621 75.2

売上総利益   137,302 29.8 73,813 16.8  436,339 24.8

Ⅲ 販売費及び一般管 

理費 
※１  63,104 13.7 64,229 14.6  274,463 15.6

営業利益   74,198 16.1 9,584 2.2  161,875 9.2

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  49 43  160 

２．金利スワップ 

評価益 
 3,989 ―  9,277 

３．連結調整勘定償却

額 
 311 ―  1,246 

４．その他  159 4,509 1.0 562 606 0.1 1,492 12,176 0.7

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  13,385 15,888  61,061 

２．社債発行費  ― 8,584  2,800 

３．支払手数料  5,397 6,479  13,991 

４．金利スワップ 

評価損 
 ― 682  ― 

５．貸倒引当金繰入額  ― 2,494  ― 

６．その他  0 18,783 4.1 258 34,386 7.8 192 78,045 4.4

経常利益又は経

常損失(△)   59,924 13.0 △24,195 △5.5  96,006 5.5

Ⅵ 特別利益     

１．固定資産売却益 ※２ ― ―  2,781 

２．役員退職慰労 

引当金戻入益 
 4,860 8,683  4,860 

３．その他  ― 4,860 1.0 ― 8,683 2.0 23,046 30,687 1.7

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産売却損 ※３ 172 ―  340 

２．固定資産除却損 ※４ ― 365  29,608 

３. 減損損失 ※５ ― ―  2,185 

４．その他  ― 172 0.0 ― 365 0.1 7,728 39,862 2.3

税金等調整前第

１四半期(当期)

純利益又は純損

失(△) 

  64,612 14.0 △15,878 △3.6  86,831 4.9

法人税、住民税 

及び事業税 
 31,413 2,480  36,388 

法人税等調整額  △792 30,620 6.6 △6,847 △4,367 △1.0 1,795 38,183 2.2

少数株主損失   ― ― 594 0.1  1,050 0.1

第 1 四半期(当

期)純利益又は純

損失(△) 

  33,991 7.4 △10,916 △2.5  49,697 2.8
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(3)四半期連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

四半期連結剰余金計算書（単位：千円未満切捨） 

前第１四半期連結会計期間末

(自 平成 17 年７月１日 

 至 平成 17 年９月 30 日) 科 目 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  299,235

Ⅱ 資本剰余金第 1 四半期

期末残高 
 299,235

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  512,011

Ⅱ 利益剰余金増加高  

第１四半期純利益 33,991 33,991

Ⅲ 利益剰余金減少高  

配当金 14,625 14,625

Ⅳ 利益剰余金第 1 四半期

期末残高 
 531,377
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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７月１日 至 平成18年９月30日）   （単位：千円未満切捨）

株主資本 評価・換算差額等 

    
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

評価・換

算差額等

合計 

新株 

予約権 

少数株主

持分 

純資産 

合計 

平成18年６月30日残

高 
178,375 299,235 547,083 1,024,693 2,503 2,503 240 1,449 1,028,886

第１四半期連結会計

期間中の変動額 
   

剰余金の配当   △9,750 △9,750 ―  △9,750

第１四半期純損失   △10,916 △10,916 ―  △10,916

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） 

  1,042 1,042 ― △594 448

第１四半期連結会計

期間中の変動額合計 
― ― △20,666 △20,666 1,042 1,042 ― △594 △20,218

平成18年９月30日残

高 
178,375 299,235 526,417 1,004,027 3,545 3,545 240 855 1,008,667

  

 

 

前連結会計年度（自 平成17年７月1日 至 平成18年６月30日）       （単位：千円未満切捨）

株主資本 評価・換算差額等 

    
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

評価・換

算差額等

合計 

新株 

予約権 

少数株主

持分 

純資産 

合計 

平成17年６月30日残

高 
178,375 299,235 512,011 989,621 453 453 240 ― 990,314

連結会計年度中の変

動額 
   

剰余金の配当   △14,625 △14,625 ―  △14,625

当期純利益   49,697 49,697 ―  49,697

株主資本以外の項

目の連結会計年度

中の変動額（純額） 

  2,049 2,049 ― 1,449 3,499

連結会計年度中の変

動額合計 
― ― 35,072 35,072 2,049 2,049 ― 1,449 38,571

平成18年６月30日残

高 
178,375 299,235 547,083 1,024,693 2,503 2,503 240 1,449 1,028,886

平成18年９月30日残

高 
178,375 299,235 526,417 1,004,027 3,545 3,545 240 855 1,008,667
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 (4)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円未満切捨） 

 
 
 
 

 
 
 
 

前第１四半期連結会計期間
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約 
連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ算書 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日）

区  分 
注記
番号

金  額 金  額 金  額 

      

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 
税金等調整前第１四半期（当期）
純利益(△純損失) 

64,612 △15,878 86,831

 減価償却費 60,664 68,898 260,764

 減損損失 ― ― 2,185

 連結調整勘定償却額 △311 ― △1,246

 支払手数料  4,750 5,750 11,000

 金利スワップ評価損益(△評価益)  △3,989 682 △9,277

 貸倒引当金の増加額   21 2,505 9

 賞与引当金の増加額 10,990 12,897 ―

 
役員退職慰労引当金の増減額（△
減少額） 

△4,223 △8,683 1,355

 受取利息及び受取配当金 △49 △43 △320

 支払利息 13,385 15,888 61,061

 有形固定資産売却損益（△売却益） 172 ― △1,183

 有形固定資産除却損 ― 365 23,091

 売上債権の増加額 △45,892 △23,309 △22,674

 たな卸資産の増減額(△増加額)  △11 870 △547

 仕入債務の増加額  18,119 841 33,287

 未払金の増減額(△減少額)  △46,101 7,284 △38,155

 その他  △39,686 △1,518 △11,045

 小計  32,449 66,551 395,136

 利息及び配当金の受取額  22 25 296

 利息の支払額  △14,185 △17,042 △59,708

 受取補償金  ― ― 16,966

 法人税等の支払額  △75,385 △3,340 △131,299

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △57,098 46,194 221,391
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（単位：千円未満切捨）

 
 
 
 

 
 
 
 

前第１四半期連結会計期間
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約 
連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ算書 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日）

区  分 
注記
番号

金  額 金  額 金  額 

    

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金等の預入による支出  △15,004 △6,000 △43,018

 定期預金等の払戻による収入  84,015 39,025 169,321

 有形固定資産の取得による支出  △58,712 △122,064 △430,732

 有形固定資産の売却による収入  28 ― 2,089

 無形固定資産の取得による支出  △3,800 △315 △4,936

 投資有価証券の取得による支出  △150 △150 △742

 
有形固定資産のリース化による回
収 

 ― ― 109,000

 貸付による支出  ― △150 △5,300

 貸付金の回収による収入  ― 33 278

 その他  10 △50 235

 投資活動によるキャッシュ・フロー  6,386 △89,671 △203,806

    

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入の純増減額(△減少額)  ― △10,000 10,000

 長期借入れによる収入  ― ― 150,000

 長期借入金の返済による支出  △73,941 △69,859 △289,644

 社債の発行による収入  ― 391,415 197,200

 社債の償還による支出  △7,500 △42,500 △15,000

 割賦代金の支払による支出  △37,974 △25,165 △151,896

 
ファイナンスリース債務の返済に
よる支出 

 ― △8,548 △23,965

 特定融資枠設定にともなう支出  △3,000 △4,000 △4,000

 配当による支出  △10,509 △9,750 △14,625

 
子会社設立に伴う少数株主からの払込
による収入 

 ― ― 2,500

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △132,924 221,592 △139,431

Ⅳ 現金及び現金同等物等に係る換算差額  △54 ― ―

Ⅴ 
現金及び現金同等物の増減額（△減少
額） 

 △183,691 178,114 △121,845

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 315,487 193,641 315,487

Ⅶ 現金及び現金同等物の第1四半期期末
（期末）残高 

※ 131,796 371,756 193,641
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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 

期 別 

 

項 目 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前 連 結 会 計 年 度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 

 

 (1)連結子会社の数  １社 

   連結子会社名称 

㈱フジコー相模原 

 

 

 

 

 

(2)非連結子会社の数 １社 

非連結子会社 

㈲白井遊楽ファーム 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であり、総

資産、売上高、第１四半期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いずれも第１四半

期連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。 

(1)連結子会社の数  ２社 

連結子会社名称 

㈱フジコー相模原 

㈱フジコーユーギ 

 

 

 

 

(2)非連結子会社の数 １社 

非連結子会社 

 同左 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

(1) 連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

㈱フジコー相模原 

㈱フジコーユーギ 

上記のうち、㈱フジコーユーギに

ついては、当連結会計年度において

新たに設立したため、連結の範囲に

含めております。 

(2)非連結子会社の数 １社 

非連結子会社 

同左 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であり、総

資産、売上高、当期純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないためで

あります。 

 

２．持分法の適用に関する事

項 

   

(1)持分法適用の関連会社数 

該当事項はありません。 

(2)持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社 

非連結子会社 

 ㈲白井遊楽ファーム 

関連会社 

 ㈲天惠農舎 

（持分法の適用範囲から除いた理由）

持分法非適用会社（非連結子会社

㈲白井遊楽ファーム及び関連会社㈲

天惠農舎）は、第１四半期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要

性がないため持分法の適用範囲から

除いております。 

(1)持分法適用の関連会社数 

同左 

(2)持分法を適用していない非連結子

会社 

㈲白井遊楽ファーム 

 

 

 

（持分法の適用範囲から除いた理由）

持分法非適用会社（非連結子会社㈲

白井遊楽ファーム）は、第１四半期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用範囲か

ら除いております。 

(1)持分法適用の関連会社数 

同左 

(2)持分法を適用していない非連結子

会社 

同左 

 

 

 

（持分法の適用範囲から除いた理由）

持分法非適用会社（非連結子会社

㈲白井遊楽ファーム）は、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の適用範

囲から除いております。 

また、㈲天惠農舎は、当連結会計

年度において資本関係を解消したた

め関連会社には該当いたしません。

 

３．連結子会社の第１四半

期決算日（決算日）等に

関する事項 

連結子会社の第１四半期決算日は

第１四半期連結決算日と一致してお

ります。 

 

同左 連結子会社の事業年度の末日は連

結決算日と一致しております。 
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期 別 

 

項 目 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前 連 結 会 計 年 度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

 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してお

ります。） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

 

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しておりま

す。） 

時価のないもの 

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。 

時価のないもの 

同左 

  ②デリバティブ 

時価法 

③たな卸資産 

(ｲ)原材料 

     総平均法による原価法 

(ﾛ)貯蔵品 

終仕入原価法による原価法 

 

②デリバティブ 

同左 

③たな卸資産 

(ｲ)原材料 

同左 

(ﾛ)貯蔵品 

同左 

②デリバティブ 

同左 

③たな卸資産 

(ｲ)原材料 

同左 

(ﾛ)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 

  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

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物   15～38年

機械装置及び運搬具 ４～15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 

    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）による定額法によ

っております。 

②無形固定資産 

同左 

     

 

 

 

②無形固定資産 

同左 

     

 

 

 

 (3)重要な引当金の計上

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 

  従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の第

１四半期負担額を計上しておりま

す。 

②賞与引当金 

同左 

②   ―――――― 
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期 別 

 

項 目 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前 連 結 会 計 年 度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

 

 

 

③役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えて、

役員退職慰労金規程に基づく第１四

半期末要支給額を計上しております。

③役員退職慰労引当金   

 ―――――― 

 

 

（追加情報）  

役員退職慰労引当金については、役

員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく要支給額が残高となる

ように計上しておりましたが、平成18

年９月22日開催の定時株主総会終結

の時をもって役員退職慰労金制度を

廃止し、同株主総会において役員退職

慰労金の打ち切り支給が承認されま

した。打ち切り支給に関する支払時期

は各役員の退任時であるため、役員退

職慰労引当金残高26,992千円を全額

取崩し、固定負債の「その他」に計上

しております。 

 

③役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えて、

役員退職慰労金規程に基づく期末要

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。 

同左 同左 

(5)重要なヘッジ会計の

方法 

 

 ①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて、特例処

理の条件を充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 

ヘッジ手段･･････金利スワップ

ヘッジ対象･･････借入金 

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 

同左 

 ③ヘッジ方針 

金利変動リスクの回避及び金融

収支改善のため、ヘッジ取引を行っ

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 

特例処理の要件を満たしている

場合は、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)その他第１四半期連

結財務諸表（連結財務

諸表）作成のための重

要な事項 

消費税等の処理方法 

税抜方式によっております。 

 

 

消費税等の処理方法 

同左 

消費税等の処理方法 

同左 

５．第１四半期連結キャッ

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 

第１四半期連結キャッシュ・フロー

計算書における資金（現金及び現金同

等物）は、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か月以

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   連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

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か月以内に

償還期限の到来する短期投資からな

っております。 
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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の変更 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

   至 平成17年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

   至 平成18年９月30日） 

前 連 結 会 計 年 度 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成18年６月30日） 

（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

会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）が平成18年３月31日以

後終了する連結会計年度から適用されること

になったことに伴い、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） 

当連結会計年度より、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。これは、同会計基準及び同適用指針

が当連結会計年度より適用されることによる

ものであります。 

これにより税金等調整前当期純利益は

2,185 千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の

連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

当連結会計年度より、「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）に基づいて貸借対照表を作成

しております。 

これは、同会計基準及び同適用指針が当連結

会計年度より適用されることによるものであ

ります。 

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額

は 1,027,196 千円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連

結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、改正後の連結財務諸表規則

により作成しております。 

 

 

（表示方法の変更） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成18年９月30日） 

（第１四半期連結貸借対照表）  

「建設仮勘定」は前第１四半期まで、有形固定資産の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当第１四半期末において資産の総額の100

分の５を超えたため区分掲記しました。 

なお、前第１四半期末の「建設仮勘定」の金額は、53,635千円であり

ます。 

（第１四半期連結貸借対照表）  

「１年以内償還社債」は前第１四半期まで、流動負債の「その他」に

含めて表示しておりましたが、当第１四半期末において負債及び純資産

の合計額の100分の５を超えたため区分掲記しました。 

なお、前第１四半期末の「１年以内償還社債」の金額は、15,000千円で

あります。 
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注記事項 

（第１四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９月 30 日現在） 

当第１四半期連結会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日現在） 

前 連 結 会 計 年 度 末  

（平成 18 年６月 30 日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

               920,243千円 

※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。 

   現金及び預金      55,050千円 

   建物及び構築物     606,463 

   機械装置及び運搬具   102,571 

   土地            70,497   

合 計        834,582 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

 一年以内返済予定長期借入金   124,796千円 

 未払金            21,042 

 長期借入金         464,667 

長期未払金          22,795   

  合 計          633,300 

 

 

※３ 国庫補助金等に係る圧縮記帳額を各資

産の取得価額から控除しております。 

建物及び構築物        39,440千円 

機械装置及び運搬費     28,560   

計            68,000 

 

４ 取引銀行との特定融資枠契約 

当社は、設備資金の迅速かつ効率的

な調達を行うため、取引銀行と特定融

資枠契約（シンジケーション方式によ

るコミットメントライン）を締結して

おります。この契約に基づく当第１四

半期末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

特定融資枠契約の総額 1,000,000千円 

借入実行残高        ―   

差引額       1,000,000 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

              1,001,135千円

※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。 

   現金及び預金      30,057千円 

   建物及び構築物     677,432 

   機械装置及び運搬具    80,172 

   土地           114,162   

合 計        901,824 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

 一年以内返済予定長期借入金   154,796千円 

 未払金            21,042 

 長期借入金         444,871 

長期未払金          1,753   

  合 計          622,462 

 

 

※３ 国庫補助金等に係る圧縮記帳額を各資

産の取得価額から控除しております。 

建物及び構築物        39,440千円 

機械装置及び運搬費     28,560   

計            68,000 

 

４ 取引銀行との特定融資枠契約      

同左 

 

 

 

 

 

 

特定融資枠契約の総額 1,000,000千円 

借入実行残高        ―   

差引額       1,000,000 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

               934,706千円 

※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。 

   現金及び預金      30,057千円 

   建物及び構築物     633,623 

   機械装置及び運搬具    84,695 

   土地          108,029   

    合 計        856,406 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

 一年以内返済予定長期借入金   154,796千円 

 未払金            21,042 

 長期借入金         483,570 

長期未払金          7,014   

合 計          666,422 

 

 

※３ 国庫補助金等に係る圧縮記帳額を各資

産の取得価額から控除しております。 

建物及び構築物        39,440千円 

機械装置及び運搬費     28,560   

計            68,000 

 

４ 取引銀行との特定融資枠契約 

当社は、設備資金の迅速かつ効率的な

調達を行うため、取引銀行と特定融資枠

契約（シンジケーション方式によるコミ

ットメントライン）を締結しておりま

す。この契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

特定融資枠契約の総額 1,000,000千円 

借入実行残高        ―   

差引額       1,000,000 
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（第１四半期連結損益計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

   至 平成17年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年９月30日） 

前 連 結 会 計 年 度 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成18年６月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりであります。 

役員退職慰労引当金繰入額 2,301千円 

   役員報酬         12,135 

   給与手当          9,465 

   支払手数料         9,854 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりであります。 

   貸倒引当金繰入額             11千円 

役員報酬         11,745 

   給与手当         13,258 

   支払手数料         8,725 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりであります。 

役員退職慰労引当金繰入額 7,880千円 

   貸倒引当金繰入額              9 

役員報酬         46,295 

   給与手当         44,388 

   支払手数料        29,518 

 

※２      ―――――― 

 

※２      ―――――― ※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。 

   機械装置及び運搬具    2,781千円 

 

※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

   機械装置及び運搬具     172千円 

 

※４      ―――――― 

 

※３      ―――――― 

 

 

 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

機械装置及び運搬具     365千円 

 

※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

   機械装置及び運搬具     340千円 

 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物       3,977千円 

機械装置及び運搬具     9,577 

土地寄付額        2,300 

資産処分費用他      13,752     

    計                     29,608 

 

※５      ―――――― 

 

 

※５      ―――――― 

 

※５ 事業用資産については、管理会計上の区分を基

礎としてグルーピングを行っております。遊休資

産については、個別の資産単位毎に把握しており

ます。 

その結果、遊休資産については、正味売却価額

まで減額し、当該減少額を減損損失（2,185千円）

として特別損失に計上しました。 

減損損失の内訳は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具      2,185千円 

なお、正味売却価額については、第三者による

買取見積価格を基に算定しております。 

  

６ 特別償却準備金の取崩し 

当第１四半期連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額は、当事業

年度において予定している利益処分に

よる特別償却準備金の取崩しを前提と

して、当第１四半期連結会計期間に係

る金額を計算しております。 

 

６ 特別償却準備金の取崩し 
当第１四半期連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額は、当事業

年度において予定している特別償却準

備金の取崩しを前提として、当第１四

半期連結会計期間に係る金額を計算し

ております。 

 

６      ―――――― 

 

 

 



 

 

- 19 - 

（第１四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７月１日 至 平成18年９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 

 
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当第１四半期 

連結会計年度 

増加株式数（千株）

当第１四半期 

連結会計年度 

減少株式数（千株） 

当第１四半期 

連結会計年度 

株式数（千株） 

発行済株式     

  普通株式 97 ― ― 97

    合計 97 ― ― 97

自己株式   

  普通株式 ― ― ― ―

    合計 ― ― ― ―

 

 ２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の目

的となる株式の

種類 

前連結会計

年度末 

当第１四半期

連結会計期間

増加 

当第１四半期連

結会計期間減少

当第１四半期連結

会計期間末 

当第１四半期

連結会計期間

末残高 

（千円） 

提出会社 

（親会社） 

ストックオプション

としての新株予約権 

― ― ― ― ― 240

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― 240

 

 ３. 配当金に関する事項 

   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 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成18年９月22日 

定時株主総会 
普通株式 9,750 100 平成18年６月30日 平成18年９月25日

 

   

（第１四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７月１日 

   至 平成17年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年９月30日） 

前 連 結 会 計 年 度 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成18年６月30日） 

※  現金及び現金同等物の第１四半期末残高

と第１四半期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９月30日現在） 

 現金及び預金勘定          194,703千円 

 預入期間３か月を超える     

 定期預金            △62,907   

 現金及び現金同等物      131,796 

 

    

※  現金及び現金同等物の第１四半期末残高

と第１四半期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18年９月30日現在）

 現金及び預金勘定          404,362千円

 預入期間３か月を超える     

 定期預金等          △32,605  

 現金及び現金同等物      371,756 

 

 

※  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18年６月30日現在）

現金及び預金勘定       259,273千円  

預入期間３か月を超える 

定期預金等          △65,631   

現金及び現金同等物      193,641 
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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７月１日 

   至 平成17年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年９月30日） 

前 連 結 会 計 年 度 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成18年６月30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 

（借主側） 

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 

（借主側） 

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 

（借主側） 

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１四半期連結会計期間末残高相当

額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額、

減損損失累計額相当額及び第１四半期連結会計

期間末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

      

      

  

取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

第１四半期

連結会計 

期間末 

残高相当額 

   

取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

第１四半期

連結会計

期間末 

残高相当額

 

取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

期末残高

相当額

  千円 千円 千円    千円 千円 千円  千円 千円 千円

 機械装置及

び運搬具 
147,498 62,144 85,354   

機械装置及

び運搬具 
149,814 81,871 67,942

機械装置及

び運搬具 
148,110 78,938 69,172

 有形固定資

産その他 
10,578 8,561 2,016   

有形固定資

産その他 
10,578 10,363 214

有形固定資

産その他 
11,586 11,156 429

 合 計 158,076 70,705 87,370    合 計 160,392 92,234 68,157 合 計 159,696 90,094 69,601

 （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。 

 

２．未経過リース料第１四半期会計期間残高

相当額 

   

 

１年内            26,187千円 

  １年超             61,182   

   合 計          87,370 

 

同左 

 

 

 

 

 

２．未経過リース料第１四半期会計期間残高相

当額等 

  未経過リース料第１四半期会計期間残高相

当額 

  １年内            24,650千円

  １年超             43,506  

   合 計          68,157 

 

（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．未経過リース料期末残高相当額等 

 

未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内           24,436千円 

  １年超           45,165  

    合 計           69,601 

 

（注）未経過リース料第１四半期末残高相当額

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。 

  

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

 

   支払リース料         6,804千円 

   減価償却費相当額       6,804千円 

 

同左 

 

 

 

 

 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失 

   支払リース料         6,478千円

   減価償却費相当額       6,478千円

 

（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、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料       27,431千円 

  減価償却費相当額      27,431千円 

 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あり

ません。 

 （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９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの                                          （単位：千円） 

区分 取得原価 第１四半期連結貸借対照表計上額 差額 

株式 7,810 10,612 2.802

 

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

    該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの                                          （単位：千円） 

区分 取得原価 第１四半期連結貸借対照表計上額 差額 

株式 8,553 14,458 5,908

 

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

    該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（平成18年６月30日現在） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの                                          （単位：千円） 

区分 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

株式 8,339 12,571 4,171

 

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

    該当事項はありません。 

 

 

（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９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況                                  （単位：千円） 

対象物の種類 取引の種類 契約額等 時価 評価損益 

金利  スワップ取引 250,000 △10,526 △10,526

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況                                  （単位：千円） 

対象物の種類 取引の種類 契約額等 時価 評価損益 

金利  スワップ取引 250,000 △5,921 △5,921

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

前連結会計年度（平成18年６月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況                                  （単位：千円） 

対象物の種類 取引の種類 契約額等 時価 評価損益 

金利  スワップ取引 250,000 △5,238 △5,238

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

（ストックオプション等関係） 

 該当事項はありません。 



 

 

- 22 - 

（セグメント情報） 

ａ．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７月１日 至平成17年９月30日）                        （単位:千円） 

 
建設系リサ

イクル事業 

食品系リサ

イクル事業
環境事業 計 

消 去 又 は     

全 社     
連結 

 売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 368,266 65,328 27,159 460,753 － 460,753 

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計 368,266 65,328 27,159 460,753 － 460,753 

営業費用 233,013 71,851 23,705 328,570 57,984 386,555 

       営業利益又は営業損失（△） 135,252 △6,523 3,453 132,183 （57,984） 74,198 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年７月１日 至平成18年９月30日）                                 （単位:千円） 

建設系リサ

イクル事業 

食品系リサ

イクル事業

遊技機リサ

イクル事業
環境事業 計 

消 去 又 は      

全 社      
連結 

 売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 334,318 64,856 10,240 29,395 438,812 － 438,812

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － － － － －

計 334,318 64,856 10,240 29,395 438,812 － 438,812

営業費用 253,664 72,461 26,249 23,791 376,166 53,061 429,228

        営業利益又は営業損失（△） 80,654 △7,604 △16,008 5,604 62,645 （53,061） 9,584

 

前連結会計年度（自平成17年７月１日 至平成18年６月30日）                              （単位:千円） 

 
建設系リサ

イクル事業 

食品系リサ

イクル事業
環境事業 計 

消 去 又 は     

全 社     
連結 

 売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 1,379,356 261,676 119,927 1,760,960 － 1,760,960 

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計 1,379,356 261,676 119,927 1,760,960 － 1,760,960 

営業費用 977,060 302,442 100,938 1,380,441 218,643 1,599,085 

        営業利益又は営業損失（△） 402,295 △40,765 18,989 380,519 (218,643) 161,875 

（注）１．事業区分の方法 

     事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

 

   ２．各事業に属する主要な事業内容 

建設系リサイクル事業 産業廃棄物の焼却・破砕・再生処理、住宅の解体工事 

食品系リサイクル事業 食品循環資源の堆肥・飼料化 

遊技機リサイクル事業 廃遊技機、廃事務機器、廃家電（家電リサイクル法に該当しないもの）のリサイクル 

環境事業 白蟻の予防・駆除工事 

 

   ３．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金額は以下のとおりであり、その主な内容は当社の管理部門に係る費用であります。 

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 

57,984千円 53,061千円 218,643千円

   

４．事業区分の変更 

      前連結会計年度まで「建設系リサイクル事業」「食品系リサイクル事業」「環境事業」としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「建設系リサイクル

事業」「食品系リサイクル事業」「遊技機リサイクル事業」「環境事業」とすることに変更いたしました。この変更は、従来の「建設系リサイクル事業」における

遊技機リサイクル事業の金額的重要性の増加によるものであります。 

      なお、前第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度において、当第１四半期連結会計期間の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は次のとお

りであります。 
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前第１四半期連結会計期間（自平成17年７月１日 至平成17年９月30日）                                  （単位:千円） 

建設系リサ

イクル事業 

食品系リサ

イクル事業

遊技機リサ

イクル事業
環境事業 計 

消 去 又 は      

全 社      
連結 

 売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 368,266 65,328 － 27,159 460,753 － 460,753

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － － － － －

計 368,266 65,328 － 27,159 460,753 － 460,753

営業費用 233,013 71,851 － 23,705 328,570 57,984 386,555

        営業利益又は営業損失（△） 135,252 △6,523 － 3,453 132,183 （57,984） 74,198

 

前連結会計年度（自平成17年７月１日 至平成18年６月30日）                                       （単位:千円） 

建設系リサ

イクル事業 

食品系リサ

イクル事業

遊技機リサ

イクル事業
環境事業 計 

消 去 又 は      

全 社      
連結 

 売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 1,370,873 261,676 8,482 119,927 1,760,960 － 1,760,960

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － － － － －

計 1,370,873 261,676 8,482 119,927 1,760,960 － 1,760,960

営業費用 941,644 302,442 35,416 100,938 1,380,441 218,643 1,599,085

        営業利益又は営業損失（△） 429,229 △40,765 △26,933 18,989 380,519 （218,643） 161,875

 

ｂ．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７月1日 至平成17年９月30日)において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないた

め、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７月1日 至平成18年９月30日)において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないた

め、該当事項はありません。 

       

前連結会計年度(自平成17年７月1日 至平成18年６月30日)において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事

項はありません。 

       

ⅽ．海外売上高 

前第１四半期連結会計期間(自平成 17 年７月 1 日 至平成 17 年９月 30 日)において、海外売上高がないため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７月 1 日 至平成 18 年９月 30 日)において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

    

前連結会計年度(自平成 17 年７月 1 日 至平成 18 年６月 30 日)において、海外売上高がないため該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 
前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

        至 平成17年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

            至 平成18年９月30日） 

前 連 結 会 計 年 度 

（自 平成17年７月１日 

       至 平成18年６月30日） 

１株当たり四半期純資産額             10,365円84銭 １株当たり四半期純資産額             10,334円08銭 １株当たり純資産額 10,535円35銭

１株当たり四半期純利益             348円63銭 １株当たり四半期純損失             111円97銭 １株当たり当期純利益 509円72銭

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益 

302円48銭 なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期純

利益については、潜在株式は存在するものの１

株当たり第１四半期純損失であるため記載して

おりません。 

 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

442円98銭 

（注）１株当たり第１四半期（当期）純利益金額又は純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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。 

 

 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

   至 平成18年９月30日） 

前 連 結 会 計 年 度 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30日） 

１株当たり第１四半期（当期）純利益又は純

損失金額 
   

 第１四半期（当期）純利益又は純損失(△) 

(千円) 
33,991 △10,916 49,697 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益

又は純損失(△)（千円） 
33,991 △10,916 49,697 

期中平均株式数（千株） 97 97 97 

    

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）

純利益金額    

第１四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数（千株）  14 ― 14 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

 ――――― 新株引受権１種類（新株予

約権の目的となる株式の数 

普通株式4,000株）並びに第

１回新株引受権付社債（新株

引受権の残高24,000千円）。 

 

 ――――― 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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                                               （財）財務会計基準機構会員 

 

平成 19 年６月期 第１四半期財務・業績の概況（個別） 
平成 18 年 11 月９日

 
上場会社名 
（ＵＲＬ  

株式会社フジコー（銘柄名：ＦＵＪＩＫＯＨ） 
http://www.fujikoh-net.co.jp） 

（コード番号：2405 東京証券取引所マザーズ）
 

   
問合せ先 代表者役職・氏名 
     責任者役職・氏名 

代表取締役社長  小林 直人 
経営企画室長   清水 周二 

  
ＴＥＬ：（03）3841 - 5431 

 
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 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
 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６月期第１四半期財務・業績の概況(平成 18 年７月 1日～平成 18 年９月 30 日) 
(1) 経営成績の進捗状況 (記載金額は百万円未満切捨て表示)
 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

 
19 年６月期第１四半期 
18 年６月期第１四半期 

百万円
435
461

％
△5.5
△3.0

百万円
12
74

％
△82.8
△41.8

百万円
△20
59

％ 
― 

△29.6 

百万円
△7
33

％
―

△23.9

(参考)18 年６月期 1,764 167 100  53
 

 
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 
 

 
19 年６月期第１四半期 
18 年６月期第１四半期 

円 銭
△78 86
348 00

円 銭
－ －
301 93

 

(参考)18 年６月期 550 90 478 76  
（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しております。 
 

(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 

 
19 年６月期第１四半期 
18 年６月期第１四半期 

百万円
3,305
3,000

百万円
981
977

％ 
29.7 
32.6 

円 銭
10,066 92
10,023 76

(参考)18 年６月期 3,079 998 32.4 10,235 09
 

３．平成 19 年６月期の業績予想(平成 18 年７月 1日～平成 19 年６月 30 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 880 35 17 

通     期 1,780 85 45 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 461 円 54 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 

平成 18 年６月期 ―    ― ― 100 ― 100 

平成 19 年６月期（実績） ―    ― ― ― ― ― 

平成 19 年６月期（予想） ―    ― ― 100 ― 100 

 
※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おります。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。 
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４．四半期財務諸表 

(1)四半期貸借対照表 

（単位：千円未満切捨）

前第１四半期会計期間末 

（平成17年９月30日現在）

当第１四半期会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成18年６月30日現在）
科 目 

注記 

番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※２ 191,412 393,983  241,230 

２．受取手形  9,560 8,522  7,323 

３．売掛金  249,549 250,112  228,297 

４．たな卸資産  673 385  1,245 

５．その他  84,557 73,734  72,344 

貸倒引当金  △103 △103  △94 

流動資産合計  535,648 17.8 726,635 22.0 550,347 17.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※2,3 719,332 898,344  845,822 

(2) 構築物 ※２ 142,381 157,357  159,553 

(3) 機械装置 ※2,3 935,451 1,037,115  1,040,269 

(4) 建設仮勘定  289,936 132,260  130,776 

(5) その他 ※２ 136,537 187,309  179,015 

有形固定資産合計  2,223,639 2,412,387  2,355,437 

２．無形固定資産  5,322 5,585  5,897 

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  10,612 14,458  12,571 

(2) 関係会社株式  14,800 32,335  32,335 

(3) その他  210,273 116,825  122,753 

貸倒引当金  ― △2,494  ― 

投資その他の資産合計  235,686 161,125  167,660 

固定資産合計  2,464,649 82.2 2,579,098 78.0 2,528,995 82.1

資産合計  3,000,297 100.0 3,305,733 100.0 3,079,342 100.0
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（単位：千円未満切捨）

前第１四半期会計期間末 

（平成17年９月30日現在）

当第１四半期会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成18年６月30日現在）
科 目 

注記 

番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  93,359 94,513  95,038

２．一年以内返済予定長期借入金 ※２ 269,676 190,092  206,422

３．一年以内償還社債  ― 165,000  85,000

４．未払金 ※２ 309,188 243,130  229,941

５．未払法人税等  32,012 ―  ―

６．賞与引当金  10,990 12,897  ―

７．その他 ※４ 41,686 37,846  59,417

流動負債合計  756,912 25.2 743,480 22.5 675,819 22.0

Ⅱ 固定負債   

１．社債  112,500 512,500  235,000

２．長期借入金 ※２ 514,813 460,221  513,750

３．長期未払金 ※２ 559,822 572,313  586,968

４．役員退職慰労引当金  30,095 ―  35,675

５．その他  48,836 35,454  33,967

固定負債合計  1,266,067 42.2 1,580,488 47.8 1,405,362 45.6

負債合計  2,022,980 67.4 2,323,969 70.3 2,081,181 67.6

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  178,375 5.9 ― ― ― ―

Ⅱ 資本剰余金   

資本準備金  299,235 ―  ―

資本剰余金合計  299,235 10.0 ― ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金   

１．任意積立金   

別途積立金  81,550 ―  ―

特別償却準備金  62,103 ―  ―

２．第１四半期未処分利益  354,371 ―  ―

利益剰余金合計  498,025 16.6 ― ― ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,681 0.1 ― ― ― ―

資本合計  977,316 32.6 ― ― ― ―

負債資本合計  3,000,297 100.0 ― ― ― ―
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（単位：千円未満切捨）

前第１四半期会計期間末 

（平成17年９月30日現在）

当第１四半期会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成18年６月30日現在）
科 目 

注記 

番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  ― ― 178,375 5.4 178,375 5.8

２．資本剰余金   

（1）資本準備金  ― 299,235  299,235

資本剰余金合計  ― ― 299,235 9.1 299,235 9.7

３．利益剰余金   

（1）その他利益剰余金   

特別償却準備金  ― 47,979  50,804

別途積立金  ― 81,550  81,550

繰越利益剰余金  ― 370,839  385,453

利益剰余金合計  ― ― 500,369 15.1 517,807 16.8

株主資本合計  ― ― 977,979 29.6 995,417 32.3

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差額金  ― 3,545  2,503

評価・換算差額等合計  ― ― 3,545 0.1 2,503 0.1

Ⅲ 新株予約権  ― ― 240 0.0 240 0.0

純資産合計  ― ― 981,764 29.7 998,160 32.4

負債純資産合計  ― ― 3,305,733 100.0 3,079,342 100.0
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(2)四半期損益計算書 

（単位：千円未満切捨）

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年７月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年７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７月１日 

 至 平成18年６月30日) 

科 目 
注記 

番号 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

     

Ⅰ 売上高  461,263 100.0 435,930 100.0  1,764,379 100.0

Ⅱ 売上原価  328,724 71.3 369,538 84.8 1,350,833 76.5

売上総利益  132,539 28.7 66,392 15.2 

 

413,546 23.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  58,413 12.7 53,616 12.3 246,413 14.0

営業利益  74,126 16.0 12,775 2.9 

 

167,132 9.5

Ⅳ 営業外収益 ※１ 4,187 0.9 572 0.1  10,902 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２ 18,771 4.1 34,320 7.8 77,875 4.4

経常利益又は経常損失(△)  59,541 12.8 △20,972 △4.8 

 

100,160 5.7

Ⅵ 特別利益 ※３ 4,860 1.1 8,683 2.0  30,687 1.7

Ⅶ 特別損失 ※4,5 172 0.0 365 0.1 39,784 2.3

税引前第 1 四半期(当期)純

利益又は純損失(△) 

 
64,229 13.9 △12,654 △2.9 

 

91,063 5.1

法人税、住民税及び事業税  31,004 1,521  35,406 

法人税等調整額  △704 30,299 6.5 △6,487 △4,966 △1.1 1,944 37,350 2.1

第 1 四半期(当期)純利益又

は純損失(△) 

 
33,929 7.4 △7,688 △1.8  53,712 3.0

前期繰越利益  320,441 ―  ―

第１四半期未処分利益  354,371 ―  ―
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(3)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７月１日 至 平成 18 年９月 30 日）      （単位：千円未満切捨） 

株主資本 
評価・換

算差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
    

資本金
資本準備金 特別償却

準備金 

別途積立

金 

繰越利益

剰余金 

 

利益剰余金

合計 

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金 

新株予約権 純資産合計

平成18年６月30日残高 178,375 299,235 50,804 81,550 385,453 517,807 995,417 2,503 240 998,160

第１四半期会計期間中

の変動額 
   

特別償却準備金の取崩  △2,824 2,824 ― ―   ―

剰余金の配当  △9,750 △9,750 △9,750   △9,750

第１四半期純損失  △7,688 △7,688 △7,688   △7,688

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） 

 1,042 ― 1,042

第１四半期会計期間中の

変動額合計 
― ― △2,824 ― △14,613 △17,438 △17,438 1,042 ― △16,396

平成18年９月30日残高 178,375 299,235 47,979 81,550 370,839 500,369 977,979 3,545 240 981,764

 

 

 前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日）             （単位：千円未満切捨）

株主資本 
評価・換

算差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
    

資本金 
資本準備金 特別償却 

準備金 

別途積

立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金 

新株予約権 純資産合計

平成17年６月30日残高 178,375 299,235 72,558 81,550 324,611 478,720 956,330 453 240 957,024

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩  △21,754 21,754 ― ―   ―

剰余金の配当  △14,625 △14,625 △14,625   △14,625

当期純利益  53,712 53,712 53,712   53,712

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額） 

 2,049 ― 2,049

事業年度中の変動額合計 ― ― △21,754 ― 60,841 39,087 39,087 2,049 ― 41,136

平成18年６月30日残高 178,375 299,235 50,804 81,550 385,453 517,807 995,417 2,503 240 998,160
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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 

期 別 

 

項 目 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前 事 業 年 度  

（自 平成17年７月１日 

  至 平成18年６月30日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

 

 (1)有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

第１四半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 

 

 

(2)デリバティブ 

時価法 

 

(3)たな卸資産 

 ①原材料 

総平均法による原価法 

 ②貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

 

(1)有価証券 

①子会社株式 

同左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

第１四半期末日の市場価格等

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) 

時価のないもの 

同左 

 

 

(2)デリバティブ 

同左 

 

(3)たな卸資産 

 ①原材料 

同左 

 ②貯蔵品 

同左 

(1)有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

②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) 

時価のないもの 

同左 

 

 

(2)デリバティブ 

同左 

 

(3)たな卸資産 

 ①原材料 

同左 

 ②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日以降に

取得した建物(附属設備を除く)は

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物       15～38年 

構築物      15～30年 

機械装置      5～15年 

 

 (2)無形固定資産 

定額法 

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。 

 

(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

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物       15～38年 

構築物      15～30年 

機械装置      5～15年 

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

同左 

    



 

 

- 32 - 

期 別 

 

項 目 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前 事 業 年 度  

（自 平成17年７月１日 

  至 平成18年６月30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。 

 

(2)賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

第１四半期負担額を計上しており

ます。 

 

(3)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、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。

 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

(3) 役員退職慰労引当金 

―――――― 

 

 

（追加情報）  

役員退職慰労引当金については、

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく要支給額が残高と

なるように計上しておりましたが、

平成18年９月22日開催の定時株主総

会終結の時をもって役員退職慰労金

制度を廃止し、同株主総会において

役員退職慰労金の打ち切り支給が承

認されました。打ち切り支給に関す

る支払時期は各役員の退任時である

ため、役員退職慰労引当金残高

26,992千円を全額取崩し、固定負債

の「長期未払金」に計上しておりま

す。 

 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)   ―――――― 

 

 

 

 

 

(3)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、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。 

 

同左 同左 
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期 別 

 

項 目 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前 事 業 年 度  

（自 平成17年７月１日 

  至 平成18年６月30日） 

５．ヘッジ会計の方法 

 

(1)ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて、特例処

理の条件を充たしている場合には

特例処理を採用しております。 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･････金利スワップ

ヘッジ対象･･････借入金 

 

(3)ヘッジ方針 

金利変動リスクの回避及び金融

収支改善のため、ヘッジ取引を行

っております。 

 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理の要件を満たしている

場合は、有効性の評価を省略して

おります。 

 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

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 

同左 

 

 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 ６．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 

消費税等の処理方法 

税抜方式によっております。 

 

消費税等の処理方法 

同左 

消費税等の処理方法 

同左 
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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の変更 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

   至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

   至 平成18年９月30日） 

前 事 業 年 度  

（自 平成17年７月１日 

  至 平成18年６月30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

基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準

適用指針第６号）が平成18年３月31日以後終

了する事業年度から適用されることになった

ことに伴い、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） 

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。 

これは、同会計基準及び同適用指針が当事

業年度より適用されることによるものであり

ます。 

これにより税引前当期純利益は2,185千円

減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後

の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

当事業年度より、「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）に基づいて貸借対照表を作成

しております。 

これは、同会計基準及び同適用指針が当事

業年度より適用されることによるものであり

ます。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

997,920千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の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） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成18年９月30日） 

（第１四半期貸借対照表）  

「建設仮勘定」は前第１四半期まで、有形固定資産の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当第１四半期末において資産の総額の100

分の５を超えたため区分掲記しました。 

なお、前第１四半期末の「建設仮勘定」の金額は、53,635千円であり

ます。 

 

（第１四半期貸借対照表）  

「一年以内償還社債」は前第１四半期まで、流動負債の「その他」に

含めて表示しておりましたが、当第１四半期末において負債及び純資産

の合計額の100分の５を超えたため区分掲記しました。 

なお、前第１四半期末の「一年以内償還社債」の金額は、15,000千円

であります。 
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注記事項 

（第１四半期貸借対照表関係） 

 

前第１四半期会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日現在） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日現在） 

前 事 業 年 度  

（平成 18 年６月 30 日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

               910,966千円 

 

※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。 

    現金及び預金     55,050千円 

    建物         604,579 

    構築物         1,883 

    機械装置       102,571 

    その他        70,497   

     合計        834,582 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

一年以内返済 

予定長期借入金         124,796 千円 

未払金           21,042 

長期借入金        464,667 

長期未払金         22,795   

 合計          633,300 

 

 

※３ 圧縮記帳 

   国庫補助金等に係る圧縮記帳額を各資

産の取得価格から控除しております。 

   建物          39,440千円 

   機械装置        28,560   

    計          68,000    

 

※４ 消費税の取扱い 

   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、 

   流動負債の「その他」に含めて表示し 

   ております。 

 

５ 取引銀行との特定融資枠契約 

当社は、設備資金の迅速かつ効率的

な調達を行うため、取引銀行と特定融

資枠契約（シンジケーション方式によ

るコミットメントライン）を締結して

おります。この契約に基づく当第１四

半期末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

特定融資枠契約の総額 1,000,000千円 

借入実行残高        ―   

差引額       1,000,000 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

               990,541千円 

 

※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。 

    現金及び預金     30,057千円 

    建物         676,076 

    構築物         1,356 

    機械装置        80,172 

    その他        114,162   

     合計        901,824 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

一年以内返済 

予定長期借入金         154,796 千円 

未払金           21,042 

長期借入金        444,871 

長期未払金          1,753   

 合計          622,462 

 

 

※３ 圧縮記帳 

   国庫補助金等に係る圧縮記帳額を各資

産の取得価格から控除しております。 

   建物          39,440千円 

   機械装置        28,560   

    計          68,000   

 

※４ 消費税の取扱い 

 同左 

 

 

 

 

５ 取引銀行との特定融資枠契約 

 同左 

 

 

 

 

 

 

特定融資枠契約の総額 1,000,000千円 

借入実行残高        ―   

差引額       1,000,000 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

              924,887千円 

 

※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。 

    現金及び預金      30,057千円 

    建物         632,165 

    構築物         1,458 

    機械装置        84,695 

    その他        108,029   

     合計        856,406 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

一年以内返済 

予定長期借入金         154,796 千円 

未払金           21,042 

長期借入金        483,570 

長期未払金          7,014   

 合計          666,422 

 

 

※３ 圧縮記帳 

   国庫補助金等に係る圧縮記帳額を各資

産の取得価格から控除しております。 

   建物          39,440千円 

   機械装置        28,560   

    計          68,000   

 

※４     ―――――― 

 

 

 

 

 

５ 取引銀行との特定融資枠契約 

 当社は、設備資金の迅速かつ効率的

な調達を行うため、取引銀行と特定融

資枠契約（シンジケーション方式によ

るコミットメントライン）を締結して

おります。この契約に基づく当事業年

度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

特定融資枠契約の総額 1,000,000千円 

借入実行残高        ―   

差引額       1,000,000 
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（第１四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日） 

前 事 業 年 度  

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息           48 千円 

   金利スワップ評価益        3,989 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息           42 千円

   

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息          160 千円

   雇用等助成金収入       385 

   金利スワップ評価益    9,277 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息         13,009 千円 

   支払手数料         5,397 

    

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息         14,972 千円

   社債発行費        8,584 

支払手数料         6,479  

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息         59,136 千円

社債発行費        2,800  

支払手数料        13,991 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

   役員退職慰労引当金戻入益  4,860 千円 

    

※３ 特別利益のうち主要なもの 

   役員退職慰労引当金戻入益  8,683 千円

    

※３ 特別利益のうち主要なもの 

   受取補償金             16,966 千円

   保険金収入                6,080 

役員退職慰労引当金戻入益  4,860 

固定資産売却益 

機械装置売却益          1,523 千円

 車両運搬具売却益        1,257 

  計          2,781 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産売却損 

車両運搬具          172 千円 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

機械装置          175 千円

 車両運搬具        190  

 計           365 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

建物           3,446 千円

構築物          531 

機械装置         9,577 

 資産処分費用他     16,052  

 計          29,608 

減損損失         2,185 千円

      

※５   ―――――― ※５   ―――――― ※５ 事業用資産については、管理会計上の区

分を基礎としてグルーピングを行ってお

ります。遊休資産については、個別の資産

単位毎に把握しております。 

その結果、遊休資産については、正味売

却価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（2,185 千円）として特別損失に計上しま

した。 

減損損失の内訳は、次のとおりであります。

機械装置          2,185 千円 

なお、正味売却価額については、第三者

による買取見積価格を基に算定しておりま

す。 

 
６ 減価償却実施額 

有形固定資産       58,724 千円 

   無形固定資産         243 

 

６ 減価償却実施額 

有形固定資産      67,451 千円 

   無形固定資産        312 

６ 減価償却実施額 

有形固定資産      256,754 千円

   無形固定資産       1,054 

７ 特別償却準備金の取崩し 

当第１四半期会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当事業年度末に

おいて予定している利益処分による特別

償却準備金の取崩しを前提として、第１

四半期会計期間に係る金額を計算してお

ります。 

 ７ 特別償却準備金の取崩し 

当第１四半期会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当事業年度末に

おいて予定している特別償却準備金の取

崩しを前提として、第１四半期会計期間

に係る金額を計算しております。 
 

７   ―――――― 

 

   



 

- 37 - 

（第１四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７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 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

(リース取引関係) 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年９月30日） 

前 事 業 年 度  

（自 平成17年７月１日 

   至 平成18年６月30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 

（借主側） 

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

（借主側） 

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

（借主側） 

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、減損損失累計額相当額及び

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、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 

      

      

  

取得価額 

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

第１四半期

末残高 

相当額    

取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

第１四半期

末残高

相当額  

取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

期末残高

相当額

  千円 千円 千円    千円 千円 千円  千円 千円 千円

機械装置 113,916 43,078 70,837 機械装置 110,172 59,204 50,968 機械装置 110,172 54,923 55,249 

車両運搬具 33,582 19,065 14,516 

 

 

 

 
車両運搬具 39,642 22,667 16,974 車両運搬具 37,938 24,015 13,923

 工具器具 

備品 
10,578 8,561 2,016   

工具器具

備品 
10,578 10,363 214

工具器具

備品 
11,586 11,156 429

 合 計 158,076 70,705 87,370    合 計 160,392 92,234 68,157 合 計 159,696 90,094 69,601

 （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。 

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 

同左 

 

 

 

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額等

  未経過リース料第１四半期末残高相当額 

（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．未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

  １ 年 内        26,187千円  １ 年 内        24,650千円  １ 年 内        24,436千円

  １ 年 超         61,182千円 １ 年 超        43,506千円  １ 年 超          45,165千円

  合     計 87,370千円

  

  合      計 68,157千円  合     計   69,601千円

( （注）未経過リース料第１四半期末残高相当額

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。 

 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

同左 

 

 

 

 

 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

（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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

支 払 リ ー ス 料         6,804千円 支 払 リ ー ス 料         6,478千円 支 払 リ ー ス 料         27,431千円

減価償却費相当額         6,804千円 減価償却費相当額         6,478千円 減価償却費相当額         27,431千円

 ４．減価償却費相当額の算定方法   ４．減価償却費相当額の算定方法  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。 

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ありませ

ん。 

同左 

 

（減損損失について） 

 同左 

   

 

（有価証券関係） 

 前第１四半期会計期間、当第１四半期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。 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日） 

前 事 業 年 度  

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

１株当たり純資産額            10,023円76銭 １株当たり純資産額            10,066円92銭 １株当たり純資産額 10,235円09銭

１株当たり第１四半期純利益             348円00銭 １株当たり第１四半期純損失             78円86銭 １株当たり当期純利益 550円90銭

潜在株式調整後１株当たり 

第１四半期純利益 

301円93銭 なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期純利

益については、潜在株式は存在するものの１株当

たり第１四半期純損失であるため記載しておりま

せん。 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

478円76銭 

（注）１株当たり第１四半期（当期）純利益金額又は純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益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。 

 

 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年９月30日） 

前 事 業 年 度  

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額又は純損失金額     

第１四半期（当期）純利益又は純損失(△)（千円） 33,929 △7,688 53,712 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益又は純損失

(△)(千円) 
33,929 △7,688 53,712 

期中平均株式数（千株） 97 97 97 

    

 潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益金額    

第１四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数（千株） 14 ― 14 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

――――― 新株引受権１種類（新株予約権

の目的となる株式の数 普通

株式4,000株）並びに第１回新

株引受権付社債（新株引受権の

残高24,000千円）。 

 ――――― 
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