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１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日） 
(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 
 
平成18年9月中間期 
平成17年9月中間期 

百万円 

2,546 
2,579 

％ 

△1.3 
△1.6 

百万円 

97 
85 

％ 

14.2 
△52.2 

百万円 

117 
142 

％ 

△17.2 
△34.8 

平成18年3月期 5,200 △0.8 159 △45.7 259 △23.5 
 
 

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 

 
平成18年9月中間期 
平成17年9月中間期 

百万円 

53 
89 

％ 

△40.8 
△32.6 

           円    銭 

7   26 
12   26 

            円    銭 

－ 
－ 

平成18年3月期 120 △47.3 16   20  － 
(注)①持分法投資損益 平成18年9月中間期  －百万円  平成17年9月中間期  －百万円  

平成18年3月期      －百万円 
    ②期中平均株式数(連結) 平成18年9月中間期  7,315,373株  平成17年9月中間期 7,316,108株 

 平成18年3月期      7,315,897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                                                                  百万円未満切捨 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
平成18年9月中間期 
平成17年9月中間期 

百万円 

11,956 
11,601 

百万円 

10,468 
9,979 

％ 

85.0 
86.0 

       円  銭 

1,389  72 
1,364  15 

平成18年3月期 12,157 10,304 84.8 1,408  32 
(注) 期末発行済株式数(連結) 平成18年9月中間期 7,314,964株  平成17年9月中間期 7,315,864株 

平成18年3月期     7,315,564株 
(3)連結キャッシュ・フローの状況                                                  百万円未満切捨 
 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 

 
平成18年9月中間期 
平成17年9月中間期 

百万円 

 168 
 103 

百万円 

△461 
     199 

百万円 

△126 
△122 

百万円 

 533 
  991 

平成18年3月期  339     △85 △123   959 
 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
連結子会社数 4社     持分法適用非連結子会社数 － 社     持分法適用関連会社数 － 社 
 

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結（新規）－ 社 （除外）－ 社     持分法（新規）－ 社 （除外）－ 社 

 
２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）        百万円未満切捨 
 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通     期 
百万円 

5,200 
百万円 

280 
百万円 

130 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  17 円77銭 
＊ 上記の予想は本資料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。 

上記の予想の前提条件その他関連する事項につきましては、添付資料の5ページを参照して下さい。 
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１． 企業集団の状況 
 
当社グループは、当社ならびに中国・上海及び香港の連結子会社４社により構成されており、縫

い糸及び刺しゅう糸の製造・販売を主な事業内容とし、日本国内を始め、中国、アジア諸国、欧米

諸国市場に向けてグローバルな事業活動を展開しております。 
当社及び連結子会社の当社グループ事業にかかわる位置づけは次のとおりです。 

 
（１）当社は、縫い糸及び刺しゅう糸を製造し、国内外の得意先及び上海富士克貿易有限公司に販売

しているほか、上海富士克制線有限公司に原材料及び半製品を供給しております。また、同公

司製造の縫い糸を日本国内において販売しております。 
（２）連結子会社 上海富士克制線有限公司は、主に工業用縫い糸及び刺しゅう糸を製造し、日本国内

販売用として当社に、保税販売用として上海富士克貿易有限公司にそれぞれ供給しております。

また、同公司は、物流機能を有する連結子会社上海新富士克制線有限公司（当社の孫会社）を

有し、中国国内の日系を始めとする商社、縫製メーカー等に中国通貨である人民元での販売を

行っております。  
なお、上海新富士克制線有限公司は、遼寧省大連市に分公司、江蘇省南通市及び広東省中山市

にそれぞれ事務所を設置し、販売及び販促活動を行っております。 
（３）連結子会社 上海富士克貿易有限公司は、当社または上海富士克制線有限公司より縫製に必要な

多品種の縫い糸及び刺しゅう糸を仕入れて品揃えし、中国国内の日系を始めとする商社、縫製

メーカー等に保税品として販売を行うほか、関連商材などの貿易業務も行っております。 
（４）連結子会社 富士克國際（香港）有限公司は、当社または上海富士克制線有限公司生産の縫い

糸及び刺しゅう糸を、主に香港、中国華南地区及びアジア諸国へ販売しております。 
 
当社グループの取引を図示しますと次のとおりです。 
 

中 国 ・ ア ジ ア 市 場 
 
 
                上海富士克制線有限公司 
富士克國際(香港)有限公司       上海新富士克制線有限公司       上海富士克貿易有限公司    
                （上海・大連・南通・中山） 
 
 

当        社 
 
 
        国 内 市 場         欧米等海外市場 
 
連結子会社          上海富士克制線有限公司製品の流れ 
当社製品の流れ              半製品、資材等の流れ      
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２． 経営方針 
 
１．経営の基本方針 
   当社グループは衣料用・手芸用を中心とした縫い糸及び刺しゅう糸の製造・販売を主なる事

業とし、「誠実」の社是のもと、“すぐれた技術とまごころがつくり出す製品を通じて社会に奉

仕する”ことを経営理念としております。顧客である縫製業者や刺しゅう業者、手作りホビー

を楽しむ人々への価値ある製品の供給を通して、株主、投資家、取引先、従業員など全てのス

テークホルダーに長期安定的に貢献できる企業グループを目指しております。 
 
２．利益配分に関する基本方針 
   当社の配当政策は、強固な経営基盤のもとに、安定的な配当の維持に努めることを基本方針

としており、長期安定的に投資家のご期待に応えるよう努力を続けております。なお、中間配

当につきましては実施しておりません。 
また、内部留保金につきましては、国内外ともにますます競争が激しくなると予想される当

業界を見据えて、顧客満足度向上と当社グループの優位性を高めるために、技術開発や製品開

発のための投資、生産体制改革のための投資、あるいは海外事業への投資などの備えとし、収

益力の回復、向上のために有効に活用したいと考えております。 
 

３．目標とする経営指標 
当社グループは、経営の基本方針のとおり、全てのステークホルダーに長期安定的に貢献で

きる企業グループであるために、連結・単体ともに本業における堅実な利益の確保が重要と考

えております。中長期的にも連結・単体における経常利益の回復ならびに売上高経常利益率の

回復・向上を目指しております。 
 

４．中長期的な会社の経営戦略 
当社グループは今後事業を取り巻く環境について次のように考えております。 
（１）ライフスタイルの多様化などにより、国内の手作りホビー分野におけるソーイング（縫

い物）需要は近年、漸減傾向が続いているものの、進行する高齢化や格差社会を背景に、

「ゆとり」や「和み」、あるいは「生きがい」が見直されつつある中で、中長期的にはソ

ーイングを含む手作りホビーに対する潜在需要が期待できる。 
（２）欧米の既存ホビー市場における当社の家庭用縫い糸・刺しゅう糸の販売シェアは極めて

小さく、また、経済と生活文化の発展が著しい中国大都市部における手作りホビー需要

の創造により、海外市場における販売拡大が可能である。 
（３）衣料製品に使用される縫い糸や刺しゅう糸については、中国を始めとするアジア諸国に

需要が移りつつあり、国内市場は縮小を余儀なくされているものの、当社の国内におけ

る縫い糸販売シェアはまだ高いとは言えず、世界的な一大縫製基地となった中国におい

ては言うまでもなく、日本国内においてもシェア拡大による販売増加が実現可能である。 
以上から、淘汰の進みつつある業界競争に打ち勝てば、当社グループは中長期的には十分成

長可能であり、今後も長年にわたって蓄積してきた糸作りの技術や開発力・提案力を活かし
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た糸の製造業に徹して、生活に欠くことの出来ない「衣」の分野、心を和ませる「手作りホ

ビー」の分野にかかわりながら、グループとして堅実な収益を維持し、「経営の基本方針」の

とおり、株主、投資家や取引先、従業員を含む全てのステークホルダーへの貢献を目指して

まいります。 
 
５．当社グループの対処すべき課題 

上記を実現するために中長期的に下記の課題に取り組んでおります。 
（１） メーカーとしての原点に立ち返り、顧客の信頼と満足度を高めるため、引き続き技術開

発、製品開発に努めるとともに、設備投資を含めた生産システムの更なる改革により、

コストダウンと納期短縮を徹底し、国際競争力の強化を図ること。 
（２） 連結子会社の営業強化及び当社との連携強化により世界の縫製基地となった中国縫製

市場の開拓を一層押し進めること。 
（３） 受注の減少傾向を余儀なくされてきた国内市場においては、家庭用、工業用ともに戦略

の再構築によりシェア拡大を図ること。 
（４） 低迷している手作りホビーの国内市場に対して活性化のための提案を継続して、需要の

創造にチャレンジするとともに、海外の手作りホビー市場のさらなる開拓に努めること。 
（５） 業界のリーディングカンパニーを目指すべく、一層の経営体質の強化及び人材の育成と

活性化を図ること。 
（６） 社会的信頼の維持はもとより、環境負荷の軽減を始め、企業としての社会的責任を果た

すこと。 
 

３．経営成績及び財政状態 
 
１．当中間期の業績の概況 
国内経済は、大企業を中心とした収益の回復や設備投資の増加が全般的な景気を押し上げている

ものの、一方で原油価格の高止まりによる燃料や原料価格の上昇など、企業収益の圧迫要因もあり、

業種間や企業間格差は拡大傾向にあります。またこれに伴い、所得や雇用の環境も格差が大きくな

りつつあり、個人消費にもばらつきが見られます。 
縫い糸業界におきましては、中国市場においては、衣料縫製需要の拡大が続いているものの、日

本市場においては、引き続き手作りホビーマーケットの低調に加え、特に夏場以降の国内縫製向け

受注が予想以上に低迷し、厳しい事業環境となりました。 
このような状況の中、当社グループは中長期的な課題に沿って、引き続き生産システムの更なる

改革や中国子会社との連携強化、手作りホビーマーケットの開拓や活性化などに努めております。

この結果、中国国内販売は引き続き増加したものの、日本国内販売が低迷し、当中間連結会計期間

の売上高は、２,５４６百万円（前年同期比１.３％減）となりました。利益面でも、中国子会社は増
益を達成しておりますが、国内販売の低迷による売上減の影響に加え、それに伴う工場操業度低下

の影響や、設備投資による償却負担なども加わって、単体では大幅な減益が原因となり、経常利益

は、１１７百万円（前年同期比１７.２%減）中間純利益は、５３百万円（前年同期比４０.８％減）
となりました。 
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部門別の概況は次のとおりです。 

 
家庭糸部門 
 個人消費は全般的には堅調であるものの、所得や雇用の環境にはばらつきがあり、生活格差の拡

大が懸念されています。このような中、手作りホビー関連市場も一部のカテゴリーを除いては引き

続き低調に推移しております。当社グループは当分野においてトップシェアを維持しており、手作

りホビーを楽しまれるあらゆる消費者層に対応できる圧倒的な品揃えと需要創造に繋がる商品提案

を含め、総合力を武器に各流通業への販売を強化して日本国内シェアのさらなる拡大に努めており

ます。また、海外市場の開拓・創造の一環として営業している上海のパッチワークキルトショップ

においても講習会を始め地道な普及活動を続けております。これらの結果、当部門の売上高は、   

９１４百万円（前年同期比１.７％減）となりました。 
 
工業糸部門 
 衣料縫製用の縫い糸について、当社グループは今や世界の一大縫製基地となり需要が拡大する中

国において、一貫生産体制の整備によるコスト競争力の強化、グループ一体となった販売連携や品

質への信頼を武器に引き続き同市場における販売量を伸ばしております。一方、日本向け衣料品の

縫製に使用する縫い糸の現地調達傾向が続き、受注減少を余儀なくされている日本においては、ま

だ十分に獲得余地のあるシェアの拡大に努めるとともに、原材料高騰を踏まえ、販売価格の修正を

実施して採算性の回復を図りました。しかしながら夏場以降の受注状況が予想以上に落ち込み、こ

れらの結果、当部門の売上高は、１,５９３百万円（前年同期比±０.０％）にとどまりました。 
 
その他部門 
 当部門は、縫い糸用の撚糸や染色加工後の半製品、その他手作りホビー関連商材などが主なもの

ですが、中国生産子会社の生産能力や商況等により受注が減少いたしました。これにより当部門の

売上高は、３９百万円（前年同期比２９.４％減）となりました。 
 
２．キャッシュ・フローの状況 
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、５３３百万円となり、前中間連結会計期

間末より４５８百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況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) 

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は、税金等調整前中間

純利益が１１３百万円（前年同期比２５百万円減）となり、また、売上債権の増加が３４百万円（前

年同期比５５百万円減）となりましたが、仕入債務の増加が２９百万円（前年同期比１１２百万円

増）となったことなどにより、１６８百万円（前年同期比６４百万円増）となりました。 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・償還によ

る純収入が２百万円（前年同期比９８百万円減）、有形･無形固定資産の取得による支出が２７４百

万円（前年同期比１９５百万円増）、貸付による支出が１５１百万円（前年同期比１４８百万円増）

あったことにより、△４６１百万円（前年同期比６６１百万円減）となりました。 
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(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払が主なもので

あり、△１２６百万円（前年同期比３百万円減）となりました。 
 

３．キャッシュ・フロー指標のトレンド 
 
 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成18年9月中間期 

自己資本比率（％） 86.8 86.4 84.8 85.0 
時価ベースの自己資本比率（％） 32.0 47.2 46.5 42.8 

債務償還年数（年） 0.0 0.0 0.1 0.1 

インスタント・カバレッジ・レシオ（倍） 711.1 295.0 581.7 293.4 

（注）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：株式時価総額／総資産 
   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
   インスタント・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
＊ 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。 
＊ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 
＊ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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、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、利払いについては、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。 
 
４．事業等のリスク 
あらゆる企業がかかえる一般的な事業リスク（消費や景気動向、気象状況や天災・事故、法的規

制や社会的信頼）は当社グループも例外なくかかえておりますが、特に当社グループの事業の現状

や特徴を踏まえ、業績に重要な影響を及ぼすと思われる事項は以下のとおりです。 
 
中国事業展開に伴うリスク 
当社グループは、前述の通り縫製業の日本空洞化に対処するため平成５年以降、中国に順次生産

及び販売子会社を設立し、中国市場における販売拡大を目指しております。現在中国に連結子会社

が４社、分公司を含む営業所は３ヶ所となっており、当社グループにおける同国での生産比率はす

でに５０%を超えるなど、販売比率とともに増加傾向にあります。 
従って同国において政治的要因、経済的要因及び社会環境など予測し得ないような極端な事態が

発生した場合にはグループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 
 
５．通期の見通し 
当下半期におきましても、国内経済は総じて堅調に推移すると思われますが、生活格差の拡大や

ライフスタイルの多様化などにより、消費は引き続きまだら模様で、手作りホビー市場の急速な回

復及び需要の増加は期待できません。また、構造的要因を抱え、需給バランスの弱含みな工業用縫

い糸市場においては、原材料価格の高止まりと販売競争激化との板ばさみの様相は解消されず、当
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社グループを取り巻く環境は依然として厳しさが続くものと思われます。 
このような状況を踏まえ、当社グループは「対処すべき課題」に沿って中長期を見据えた生産体

制の改革・改善を推し進め、日中両国の顧客の信頼と満足度の向上に全力で取り組むとともに、引

き続きホビー市場における需要創造や市場開拓にも努める所存です。 
これらにより通期の連結会計期間における売上高は、５,２００百万円（前期並）、経常利益は、
２８０百万円（前期比８.１％増）、当期純利益は、１３０百万円（前期比７.６％増）を予想してお
ります。 
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４．中間連結財務諸表等 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

 １ 現金及び預金   2,576,166   1,533,460   1,959,804  

 ２ 受取手形及び売掛金 ※１  1,480,825   1,464,280   1,434,640  

 ３ 有価証券   499,735   998,429   999,656  

 ４ たな卸資産   2,376,141   2,428,721   2,425,714  

 ５ 繰延税金資産   58,509   58,624   57,300  

 ６ その他   78,367   95,582   72,839  

   貸倒引当金   △10,640   △10,490   △10,398  

   流動資産合計   7,059,105 60.8  6,568,607 54.9  6,939,556 57.1 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産           

  (1) 建物及び構築物  2,569,431   2,610,475   2,598,682   

    減価償却累計額  1,804,746 764,684  1,853,309 757,166  1,846,154 752,528  

  (2) 機械装置及び 
    運搬具 

 749,675   1,089,228   951,287   

    減価償却累計額  500,040 249,635  580,975 508,252  554,247 397,040  

  (3) 土地   266,959   266,959   266,959  

  (4) その他  170,373   177,490   176,418   

    減価償却累計額  105,657 64,715  116,127 61,363  112,282 64,135  

有形固定資産合計   1,345,993 11.6  1,593,741 13.3  1,480,663 12.2 

 ２ 無形固定資産   189,191 1.6  175,037 1.5  186,524 1.5 

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券   1,634,179   2,051,161   2,182,286  

  (2) 長期性預金   1,200,000   1,200,000   1,200,000  

  (3) その他   187,382   379,702   169,472  

    貸倒引当金   △14,826   △11,966   △554  

投資その他の 
資産合計 

  3,006,736 26.0  3,618,897 30.3  3,551,203 29.2 

   固定資産合計   4,541,921 39.2  5,387,676 45.1  5,218,391 42.9 

   資産合計   11,601,026 100.0  11,956,284 100.0  12,157,948 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 
(％) 

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   307,006   331,750   305,077  

 ２ 短期借入金   22,063   23,027   23,484  

 ３ 未払金   142,428   121,045   139,359  

 ４ 未払法人税等   30,305   14,887   18,313  

 ５ 賞与引当金   90,873   82,124   89,140  

 ６ その他   100,245   144,803   177,925  

   流動負債合計   692,922 6.0  717,639 6.0  753,300 6.2 

Ⅱ 固定負債           

 １ 繰延税金負債   481,979   602,146   641,774  

 ２ 退職給付引当金   ―   1,508   ―  

 ３ 役員退職慰労引当金   162,480   155,760   171,480  

 ４ その他   9,089   11,085   9,752  

   固定負債合計   653,549 5.6  770,500 6.4  823,006 6.7 

   負債合計   1,346,472 11.6  1,488,139 12.4  1,576,306 12.9 

           

(少数株主持分)           

  少数株主持分   274,621 2.4  ― ―  276,669 2.3 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   923,325 8.0  ― ―  923,325 7.6 

Ⅱ 資本剰余金   758,014 6.5  ― ―  758,014 6.2 

Ⅲ 利益剰余金   7,519,320 64.8  ― ―  7,550,475 62.1 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  779,546 6.7  ― ―  986,321 8.1 

Ⅴ 為替換算調整勘定   10,193 0.1  ― ―  97,527 0.8 

Ⅵ 自己株式   △10,466 △0.1  ― ―  △10,693 △0.0 

   資本合計   9,979,933 86.0  ― ―  10,304,971 84.8 

   負債、少数株主 
   持分及び資本合計 

  11,601,026 100.0  ― ―  12,157,948 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金      923,325     

２ 資本剰余金      758,014     

３ 利益剰余金      7,503,094     

４ 自己株式      △11,101     

株主資本合計      9,173,332 76.7    

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

     908,433     

２ 為替換算調整勘定      83,972     

評価・換算差額等 
合計 

     992,405 8.3    

Ⅲ 少数株主持分      302,406 2.6    

純資産合計      10,468,145 87.6    

負債及び純資産合計      11,956,284 100.0    
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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４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４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 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   2,579,415 100.0  2,546,976 100.0  5,200,839 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,759,904 68.2  1,722,462 67.6  3,557,385 68.4 

  売上総利益   819,510 31.8  824,514 32.4  1,643,454 31.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費           

 １ 荷造運賃  46,923   47,656   96,258   

 ２ 広告宣伝費  8,305   10,074   14,817   

 ３ 貸倒引当金繰入額  ―   11,176   ―   

 ４ 販売促進費  83,661   75,350   174,087   

 ５ 役員報酬  24,456   23,256   47,712   

 ６ 給与手当  213,670   216,367   430,459   

 ７ 賞与  16,503   17,464   86,412   

 ８ 賞与引当金繰入額  49,549   46,578   49,634   

 ９ 退職給付費用  23,394   10,584   47,010   

 10 役員退職慰労 
   引当金繰入額 

 9,000   7,880   18,000   

 11 法定福利費  35,135   35,896   70,838   

 12 賃借料  13,521   12,200   26,488   

 13 支払手数料  23,760   22,485   43,910   

 14 事業所税  1,564   1,564   3,129   

 15 旅費交通費  22,010   23,727   44,971   

 16 減価償却費  34,937   38,576   81,084   

 17 研究開発費  27,853   27,922   57,624   

 18 その他  99,517 733,765 28.5 97,836 726,599 28.6 191,561 1,484,000 28.5 

   営業利益   85,745 3.3  97,914 3.8  159,453 3.1 

Ⅳ 営業外収益           

 １ 受取利息  11,660   11,036   21,739   

 ２ 受取配当金  6,335   6,259   7,187   

 ３ 賃貸料収入  4,535   4,911   9,070   

 ４ 為替差益  29,894   ―   53,122   

 ５ その他  6,748 59,173 2.3 5,515 27,723 1.1 13,053 104,173 2.0 

Ⅴ 営業外費用           

 １ 支払利息  355   573   583   

 ２ 為替差損  ―   3,582   ―   

 ３ 賃貸料収入原価  1,475   1,405   2,951   

 ４ その他  730 2,561 0.1 2,214 7,775 0.3 995 4,530 0.1 

   経常利益   142,356 5.5  117,862 4.6  259,096 5.0 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４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 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅵ 特別利益           

 １ 固定資産売却益 ※１ 401   197   4,913   

 ２ 貸倒引当金戻入益  247 648 0.0 ― 197 0.0 1,837 6,750 0.1 

Ⅶ 特別損失           

 １ 固定資産売却損 ※２ 1,692   396   1,708   

 ２ 固定資産除却損 ※３ 539   4,598   1,447   

３ リース解約損  2,447 4,679 0.1 ― 4,994 0.2 3,106 6,261 0.1 

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益 

  138,325 5.4  113,066 4.4  259,584 5.0 

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 29,511   19,719   60,965   

   法人税等調整額  △3,673 25,837 1.0 12,284 32,004 1.2 16,197 77,162 1.5 

   少数株主利益   22,789 0.9  27,977 1.1  61,568 1.2 

   中間(当期)純利益   89,698 3.5  53,084 2.1  120,853 2.3 
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③ 【中間連結剰余金計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(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) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   758,014  758,014 

Ⅱ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  758,014  758,014 

      

(利益剰余金の部)      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   7,529,806  7,529,806 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

 １ 中間(当期)純利益  89,698 89,698 120,853 120,853 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

 １ 従業員奨励及び 
   福利基金繰入額 

 5,831  5,831  

 ２ 配当金  91,453  91,453  

 ３ 役員賞与  2,900 100,184 2,900 100,184 

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  7,519,320  7,550,475 

      

 



刷日時:06/11/14 12:36 

 13 

④ 【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 

平成18年３月31日残高(千円) 923,325 758,014 7,550,475 △10,693 9,221,121 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当 ― ― △91,444 ― △91,444 

 従業員奨励及び福利基金繰入額 ― ― △6,721 ― △6,721 

 役員賞与 ― ― △2,300 ― △2,300 

 中間純利益 ― ― 53,084 ― 53,084 

自己株式の取得 ― ― ― △407 △407 

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
― ― △47,381 △407 △47,789 

平成18年９月30日残高(千円) 923,325 758,014 7,503,094 △11,101 9,173,332 

 
評価・換算差額等 

 
その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 986,321 97,527 1,083,849 276,669 10,581,641 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当 ― ― ― ― △91,444 

 従業員奨励及び福利基金繰入額 ― ― ― ― △6,721 

 役員賞与 ― ― ― ― △2,300 

 中間純利益 ― ― ― ― 53,084 

 自己株式の取得 ― ― ― ― △407 

 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) 

△77,888 △13,555 △91,443 25,736 △65,706 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△77,888 △13,555 △91,443 25,736 △113,496 

平成18年９月30日残高(千円) 908,433 83,972 992,405 302,406 10,468,145 
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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４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４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) 金額(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 

 138,325 113,066 259,584 

   減価償却費  84,156 98,014 170,899 

   固定資産売却益  △401 △197 △4,913 

固定資産売却損  1,692 396 1,708 

   固定資産除却損  539 4,598 1,447 

   貸倒引当金の増加額 
(△は減少額) 

 445 11,547 △14,423 

   賞与引当金の減少額  △8,440 △7,015 △10,173 

   前払年金費用の増加額  △2,748 △14,073 △5,099 

   退職給付引当金の増加額  ― 1,508 ― 

   役員退職慰労引当金の 
   増加額(△は減少額) 

 9,000 △15,720 18,000 

   受取利息及び受取配当金  △17,995 △17,296 △28,927 

   支払利息  355 573 583 

   為替差益  △25,194 ― △45,012 

   売上債権の減少額 
   (△は増加額) 

 20,854 △34,299 102,304 

   たな卸資産の減少額 
   (△は増加額) 

 18,929 △8,522 15,717 

   仕入債務の増加額 
(△は減少額) 

 △82,743 29,962 △108,257 

   未払消費税等の増加額 
   (△は減少額) 

 23,601 △2,348 19,230 

   役員賞与の支払額  △2,900 △2,300 △2,900 

   その他  △38,918 12,985 16,060 

    小計  118,557 170,878 385,829 

   利息及び配当金の受取額  13,981 16,065 30,803 

   利息の支払額  △355 △573 △583 

   法人税等の支払額  △28,267 △18,120 △76,719 

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

 103,916 168,249 339,331 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

    

   定期預金の預入による支出  △200,000 ― △200,000 

   定期預金の払戻による収入  400,000 ― 959,056 

   有価証券の取得による支出  △499,705 △1,497,841 △1,499,256 

有価証券の償還による収入  600,000 1,500,000 1,100,000 

   有形固定資産の取得による 
   支出 

 △57,449 △262,792 △177,374 

   有形固定資産の売却による 
   収入 

 3,734 578 8,979 

   無形固定資産の取得による 
   支出 

 △21,589 △11,402 △55,661 

   出資による支出  ― △17,000 ― 

   貸付金の回収による収入  ― 683 1,682 

   貸付けによる支出  △3,091 △151,579 △4,386 

その他  △22,316 △22,590 △218,594 

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

 199,581 △461,944 △85,555 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

    

   配当金の支払額  △91,330 △90,740 △91,394 

少数株主への配当金の 
支払額 

 △31,281 △35,277 △31,281 

   自己株式の取得による 
   支出 

 △284 △407 △510 

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △122,895 △126,426 △123,186 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 10,640 △6,224 28,541 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増加額(△は減少額)  

 191,242 △426,344 159,130 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 800,673 959,804 800,673 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 991,915 533,460 959,804 
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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 

 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関

する事項 

子会社は全て連結しておりま

す。 

 当該連結子会社は、上海富

士克制線有限公司、上海富

士克貿易有限公司、上海新

富士克制線有限公司及び富

士克國際(香港)有限公司の

４社であります。 

同左 同左 

２ 持分法の適用に

関する事項 

該当事項はありません。 同左 同左 

３ 連結子会社の中

間決算日(決算

日)等に関する

事項 

連結子会社４社の中間決算日

は６月30日であり、中間連結

決算日との間に生じた重要な

取引については連結上必要な

調整を行っております。 

同左 連結子会社４社の決算日は、

12月31日であり、連結決算日

との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整

を行っております。 

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 

   満期保有目的の債券 

    償却原価法(定額法) 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間連結決算日の

市場価格等に基づ

く時価法(評価差

額は部分資本直入

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。) 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 ① 有価証券 

   満期保有目的の債券 

同左 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

中間連結決算日の

市場価格等に基づ

く時価法(評価差

額は部分純資産直

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。) 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 ① 有価証券 

   満期保有目的の債券 

同左 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     連結決算日の市場

価格等に基づく時

価法(評価差額は

部分資本直入法に

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 

    時価のないもの 

同左 

    時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

   製品・原材料・仕掛品 

    親会社は後入先出法

による低価法、連結

子会社は、移動平均

法による原価法 

 ② たな卸資産 

   製品・原材料・仕掛品 

同左 

 ② たな卸資産 

   製品・原材料・仕掛品 

同左 

    貯蔵品 

    最終仕入原価法 

   貯蔵品 

同左 

   貯蔵品 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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 

   親会社では平成10年４

月１日以降に取得した

建物(附属設備を除く)

については定額法、そ

れ以外のものについて

は定率法、連結子会社

は、定額法によってお

ります。 

   なお、耐用年数及び残

存価額については、親

会社は法人税法に規定

する方法と同一の基準

によっております。 

(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 

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 

同左 

  ② 無形固定資産 

   親会社は定額法によっ

ております。 

   なお、ソフトウェア(自

社利用分)については、

社内における利用可能

期間(５年)に基づく定

額法によっておりま

す。 

   また、耐用年数につい

ては、法人税法に規定

する方法と同一の基準

によっております。 

   連結子会社は、合弁期

間等に渡って均等償却

を行っております。 

 ② 無形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

同左 

  ③ 長期前払費用 

   均等償却を行っており

ます。 

   なお、償却期間につい

ては、法人税法に規定

する方法と同一の基準

によっております。 

 ③ 長期前払費用 

同左 

 ③ 長期前払費用 

同左 



刷日時:06/11/14 12:36 

 18 

 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損

失に備えるため、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

性を検討し、回収不能

見込額を計上しており

ます。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

   従業員に対して支給す

る賞与の支出に備える

ため、支給見込額基準

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 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ③ 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。 

   過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数(７年)による

定額法により費用処理

しております。数理計

算上の差異は、その発

生時における従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定年数(７年)によ

る定額法により翌連結

会計年度から費用処理

することとしておりま

す。 

   なお、当中間連結会計

期間末においては、年

金掛金が退職給付費用

を超過したため超過額

を前払年金費用として

処理しております。 

 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。 

   過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数(７年)による

定額法により費用処理

しております。数理計

算上の差異は、その発

生時における従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定年数(７年)によ

る定額法により翌連結

会計年度から費用処理

することとしておりま

す。 

   なお、当中間連結会計

期間末においては、従

業員を対象とした適格

退職年金制度に係る年

金掛金が退職給付費用

を超過したため超過額

を前払年金費用として

処理しております。 

（追加情報） 

パート従業員に対す

る退職給付金につい

ては、従来、発生時に

費用処理をしており

ましたが、パート従業

員数の増加により金

額的重要性が増した

ため、当中間連結会計

期間より、中間連結会

計期間末在籍パート

従業員の期末要支給

額に基づき、退職給付

引当金を計上するこ

とといたしました。 

この結果、従来と同一

の方法を採用した場

合と比べ、営業利益及

び経常利益、税金等調

整前中間純利益が

1,508千円減少してお

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、当連

結会計年度末において

発生していると認めら

れる額を計上しており

ます。 

   過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数(７年)による

定額法により費用処理

しております。数理計

算上の差異は、各連結

会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年

数(７年)による定額法

により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理す

ることとしておりま

す。 

   なお、当連結会計年度

末においては、年金掛

金が退職給付費用を超

過したため超過額を前

払年金費用として処理

しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ④ 役員退職慰労引当金 

   役員の退職に伴う退職

慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく当

中間連結会計期間末要

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 

   役員の退職に伴う退職

慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく連

結会計年度末要支給額

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 

同左 

(4) 重要なリース取引の処理

方法 

同左 

 (5) その他中間連結財務諸表

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。 

(5) その他中間連結財務諸表

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 

同左 

(5) その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッ

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 

中間連結キャッシュ・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ヶ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

ヶ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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会計処理方法の変更 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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) 

当中間連結会計期間から「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)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

関する会計基準等) 

当中間連結会計期間から「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 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）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。なお、従来の「資本の部」

の合計に相当する金額は10,165,738

千円であります。 

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

間連結財務諸表は、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。 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度から「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)）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。 

 

――― 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

――― ※１中間連結会計期間末日満期手形

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、当中間連結会計期間末日

が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれております。 

受取手形  64,559千円 

 

――― 

 

(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 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 

401千円 
 

※１ 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 

197千円 
 

※１ 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 

4,913千円 
 

※２ 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 

1,692千円 
 

※２ 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 

396千円 
 

※２ 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 

1,692千円 

その他 16千円 

計 1,708千円 
 

※３ 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 

102千円 

その他 437千円 

計 539千円 
 

※３ 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 

4,416千円 

機械装置 
及び運搬具 

50千円 

その他 132千円 

計 4,598千円 
 

※３ 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 

263千円 

機械装置 
及び運搬具 

760千円 

その他 423千円 

計 1,447千円 
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(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４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 7,340,465 ― ― 7,340,465 

 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 24,901 600 ― 25,501 
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 600株 
 
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 
４ 配当に関する事項 

(1) 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6月29日 
定時株主総会 

普通株式 91,444 12.5 平成18年3月31日 平成18年6月29日 

 
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後と

なるもの 
該当事項はありません。 
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(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４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 
預金勘定 

2,576,166千円

有価証券勘定 499,735千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△1,584,250千円

３ヶ月を超える 
満期保有目的の
債券 

△499,735千円

現金及び 
現金同等物 

991,915千円
 

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 
預金勘定 

1,533,460千円

有価証券勘定 998,429千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△1,000,000千円

３ヶ月を超える 
満期保有目的の
債券 

△998,429千円

現金及び 
現金同等物 

533,460千円
 

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 

現金及び 
預金勘定 

1,959,804千円

有価証券勘定 999,656千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△1,000,000千円

３ヶ月を超える 
満期保有目的の
債券 

△999,656千円

現金及び 
現金同等物 

959,804千円
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(リース取引関係) 

 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

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 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間 
期末残高 
相当額 
(千円) 

機械及び 
装置 

179,515 110,188 69,327 

工具・ 
器具備品 

13,170 8,090 5,079 

合計 192,685 118,278 74,406 

 

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 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間 
期末残高 
相当額 
(千円) 

機械及び 
装置 

170,173 133,421 36,752 

工具・ 
器具備品 

6,700 3,783 2,916 

合計 176,873 137,204 39,669 

 

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) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

機械及び 
装置 

174,715 122,061 52,654 

工具・ 
器具備品 

13,170 9,261 3,908 

合計 187,885 131,322 56,562 

 
    

 ２ 未経過リース料中間期末

残高相当額 

１年以内 35,587千円

１年超 40,813千円

計 76,400千円
 

２ 未経過リース料中間期末

残高相当額 

１年以内 27,523千円

１年超 13,290千円

計 40,813千円
 

２ 未経過リース料期末残高

相当額 

１年以内 32,578千円

１年超 25,599千円

計 58,178千円
 

 ３ 支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相

当額 

支払 
リース料 

18,017千円

減価償却 
費相当額 

17,096千円

支払利息 
相当額 

639千円
 

３ 支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相

当額 

支払 
リース料 

17,732千円

減価償却 
費相当額 

16,893千円

支払利息 
相当額 

367千円
 

３ 支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相

当額 

支払 
リース料 

36,327千円

減価償却 
費相当額 

34,540千円

支払利息 
相当額 

1,157千円
 

 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 

 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。 

（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ので、

項目等の記載は省略してお

ります。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

 

（減損損失について） 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

 

（減損損失について） 

同左 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 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 318,012 1,630,380 1,312,367 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

計 318,012 1,630,380 1,312,367 

 
３ 時価評価されていない主な有価証券 

 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) 満期保有目的の債券  

   コマーシャル・ペーパー 499,735 

(2) その他有価証券  

   非上場株式 3,799 

 
当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 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 318,012 1,847,362 1,529,349 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

計 318,012 1,847,362 1,529,349 

 
   ３ 時価評価されていない主な有価証券 

 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) 満期保有目的の債券  

   コマーシャル・ペーパー 998,429 

上場外国債券 200,000 

(2) その他有価証券  

非上場株式 3,799 
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前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 
２ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 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 318,012 1,978,487 1,660,474 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

計 318,012 1,978,487 1,660,474 

 
   ３ 時価評価されていない主な有価証券 

 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) 満期保有目的の債券  

   コマーシャル・ペーパー 999,656 

   上場外国債券 200,000 

(2) その他有価証券  

   非上場株式 3,799 

 
(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 
当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 
前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 



刷日時:06/11/14 12:36 

 28 

(セグメント情報) 

【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４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社及び連結子会社は、縫い糸・刺しゅう糸の製造・販売のみを事業として行っておりますので、事業の
種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社及び連結子会社は、縫い糸・刺しゅう糸の製造・販売のみを事業として行っておりますので、事業の
種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社及び連結子会社は、縫い糸・刺しゅう糸の製造・販売のみを事業として行っておりますので、事業の
種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【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４月１日 至 平成17年９月30日) 
 

 日本(千円) 中国(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 2,211,231 368,183 2,579,415 ― 2,579,415 

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

183,944 245,117 429,061 (429,061) ― 

計 2,395,176 613,300 3,008,476 (429,061) 2,579,415 

 営業費用 2,371,970 543,075 2,915,046 (421,376) 2,493,669 

 営業利益 23,205 70,225 93,430 (7,685) 85,745 

 
当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

 日本(千円) 中国(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 2,042,464 504,511 2,546,976 ― 2,546,976 

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

162,903 230,557 393,460 (393,460) ― 

計 2,205,368 735,068 2,940,436 (393,460) 2,546,976 

 営業費用 2,224,013 635,759 2,859,773 (410,711) 2,449,061 

 営業利益又は営業損失（△） △18,645 99,309 80,663 17,250 97,914 
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前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
 

 日本(千円) 中国(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 4,358,444 842,395 5,200,839 ― 5,200,839 

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

325,671 476,962 802,633 (802,633) ― 

計 4,684,115 1,319,357 6,003,473 (802,633) 5,200,839 

 営業費用 4,680,933 1,149,746 5,830,679 (789,292) 5,041,386 

 営業利益 3,182 169,611 172,794 (13,340) 159,453 

 
【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

 中国 

Ⅰ 海外売上高(千円) 368,183 

Ⅱ 連結売上高(千円) 2,579,415 

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 14.3 

(注) 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 
当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

 中国 

Ⅰ 海外売上高(千円) 504,511 

Ⅱ 連結売上高(千円) 2,546,976 

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 19.8 

(注) 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 
前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 中国 

Ⅰ 海外売上高(千円) 842,395 

Ⅱ 連結売上高(千円) 5,200,839 

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 16.2 

(注) 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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(１株当たり情報) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

1,364円15銭 
１株当たり 
純資産額 

1,389円72銭 
１株当たり 
純資産額 

1,408円32銭 

１株当たり 
中間純利益 

12円26銭 
１株当たり 
中間純利益 

7円26銭 
１株当たり 
当期純利益 

16円20銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

がないため、記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

                                                                                

項目 
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計
額(千円) 

― 10,468,145 ― 

普通株式に係る純資産額(千円) ― 10,165,738 ― 

差額の主な内訳(千円) 
 少数株主持分 

 
― 

 
302,406 

 
― 

普通株式の発行済株式数(千株) ― 7,340 ― 

普通株式の自己株式数(千株) ― 25 ― 

1株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株) 

― 7,314 ― 

         

２ １株当たり中間(当期)純利益 
 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間連結損益計算書の中間(当期)純利益
(千円) 

89,698 53,084 120,853 

普通株主に帰属しない金額(千円) 
(うち利益処分による役員賞与金) 

― 
(―) 

― 
(―) 

2,300 
(2,300) 

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 89,698 53,084 118,553 

普通株式の期中平均株式数(千株) 7,316 7,315 7,315 

 
 
(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 
(1) 生産実績 

品目別生産高                               （単位：千円） 

品目 

前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

家庭糸 
絹糸 

合繊糸 

204,402 

626,045 

178,927 

716,441 

404,701 

1,417,437 

小計 830,447 895,369 1,822,139 

工業糸 合繊糸 1,088,852 1,118,943 2,365,067 

合計 1,919,299 2,014,313 4,187,206 

(注) 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

 
(2) 受注実績 

当社グループは受注生産は行っておりません。 
 
(3) 販売実績 

品目別売上高                               （単位：千円） 

品目 
前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

家庭糸 
絹糸 

合繊糸 

188,738 

741,626 

179,609 

734,539 

396,235 

1,470,772 

小計 930,364 914,149 1,867,008 

工業糸 合繊糸 1,592,963 1,593,202 3,241,377 

その他 
原材料及び
半製品 

56,087 39,623 92,453 

合計 2,579,415 2,546,976 5,200,839 

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 


