
平成19年3月期  個別中間財務諸表の概要  平成18年11月15日 
上場会社名        株式会社フジックス                       上場取引所     大阪証券取引所 
コード番号        ３６００                                 本社所在都道府県  京都府 
（ＵＲＬ http：//www.fjx.co.jp） 
代 表 者  役職名  代 表 取 締 役 社 長 氏名 藤井 一郎 
問合せ先責任者  役職名 専務取締役管理部長 氏名  大原  和義  ＴＥＬ（075）463－8111 
決算取締役会開催日    平成18年11月15日        配当支払開始日    ― 
単元株制度採用の有無  有(1単元1,000株) 
 
１．平成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 

2,205 
2,395 

％ 

△7.9 
△3.7 

百万円 

△18 
23 

％ 

△180.4 
△79.4 

百万円 

  3 
77 

％ 

△95.5 
△50.9 

平成18年3月期 4,684 △3.3 3 △97.5 198 △30.1 
 
 

中間(当期)純利益 
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 

△5 
46 

％ 

△110.8 
△49.4 

       円    銭 

△－  69 
   6    38 

平成18年3月期 152 △33.5   20    48 

 

(注)①期中平均株式数 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 

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 

11,140  
10,973 

百万円 

9,922 
9,787 

％ 

89.1 
89.2 

 円   銭 

1,356  48 
1,337  86 

平成18年3月期 11,374 10,099 88.8 1,380  26 

(注)①期末発行済株式数  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 

②期末自己株式数    平成18年9月中間期     25,501株   平成17年9月中間期     24,601株 
平成18年3月期         24,901株 

 
２．平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）            百万円未満切捨 

１株当たり年間配当金  
売上高 経常利益 当期純利益 

期末  
 
通      期 

百万円 

4,400 
百万円 

130 
百万円 

90 
円   銭 
12  50 

円   銭 
  12  50 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 12円30銭 
 
３．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 
18年3月期 ― ― ― 12.5 ― 12.5 
19年3月期（実績） ― ― ― ― ―  
19年3月期（予想） ― ― ― 12.5 ― 12.5 

 
 

 
＊ 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。 
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中間財務諸表等 
(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(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   2,283,335   1,339,985   1,642,156  

 ２ 受取手形 ※３  671,381   695,498   644,701  

 ３ 売掛金   584,398   508,126   549,476  

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

 ５ たな卸資産   1,968,681   1,873,797   1,907,027  

 ６ 繰延税金資産   45,755   56,163   47,222  

 ７ その他   58,604   56,956   147,286  

   貸倒引当金   △8,764   △3,683   △3,948  

   流動資産合計   6,103,126 55.6  5,525,273 49.6  5,933,579 52.2 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※１          

  (1) 建物  574,913   571,437   556,327   

  (2) その他  378,594   560,818   442,650   

   有形固定資産合計   953,508 8.7  1,132,256 10.2  998,977 8.8 

 ２ 無形固定資産   171,994 1.6  158,852 1.4  168,947 1.4 

 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) 関係会社出資金  685,487   685,487   685,487   

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

  (4) その他  240,072   399,948   207,501   

    貸倒引当金  △15,252   △12,049   △1,906   

    投資その他の 
    資産合計 

  3,744,487 34.1  4,324,547 38.8  4,273,369 37.6 

    固定資産合計   4,869,990 44.4  5,615,655 50.4  5,441,294 47.8 

    資産合計   10,973,116 100.0  11,140,929 100.0  11,374,874 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(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   86,457   86,110   89,487  

 ２ 買掛金   151,773   125,858   103,426  

 ３ 未払法人税等   28,391   3,442   15,923  

 ４ 賞与引当金   90,873   82,124   89,140  

 ５ その他   174,654   173,676   174,030  

   流動負債合計   532,151 4.8  471,213 4.2  472,007 4.1 

Ⅱ 固定負債           

 １ 繰延税金負債   481,787   578,789   621,971  

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   653,357 6.0  747,142 6.7  803,204 7.1 

   負債合計   1,185,508 10.8  1,218,355 10.9  1,275,212 11.2 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   923,325 8.4  ― ―  923,325 8.1 

Ⅱ 資本剰余金           

 １ 資本準備金  758,014   ―   758,014   

   資本剰余金合計   758,014 6.9  ― ―  758,014 6.7 

Ⅲ 利益剰余金           

 １ 利益準備金  209,238   ―   209,238   

 ２ 任意積立金  6,809,449   ―   6,809,449   

 ３ 中間(当期) 
   未処分利益 

 318,501   ―   424,007   

   利益剰余金合計   7,337,188 66.9  ― ―  7,442,694 65.4 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  779,546 7.1  ― ―  986,321 8.7 

Ⅴ 自己株式   △10,466 △0.1  ― ―  △10,693 △0.1 

   資本合計   9,787,607 89.2  ― ―  10,099,662 88.8 

   負債及び資本合計   10,973,116 100.0  ― ―  11,374,874 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(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           

(1) 資本準備金     758,014      

資本剰余金合計      758,014     

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金     209,238      

(2) その他利益剰余金           

固定資産圧縮 
積立金 

    4,386      

特別償却準備金    3,071     

別途積立金    6,900,000     

繰越利益剰余金     227,205      

利益剰余金合計      7,343,901     

４ 自己株式      △11,101     

株主資本合計      9,014,139 80.9    

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評価 
差額金 

     908,433     

評価・換算差額等 
合計 

     908,433 8.2    

純資産合計      9,922,573 89.1    

負債及び純資産合計      11,140,929 100.0    
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
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 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   2,395,176 100.0  2,205,368 100.0  4,684,115 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,727,462 72.1  1,603,147 72.7  3,403,209 72.7 

  売上総利益   667,713 27.9  602,220 27.3  1,280,906 27.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   644,508 26.9  620,866 28.1  1,277,723 27.2 

  営業利益又は 
営業損失（△） 

  23,205 1.0  △18,645 △0.8  3,182 0.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１  56,483 2.3  25,727 1.2  199,312 4.2 

Ⅴ 営業外費用   2,173 0.1  3,595 0.2  3,795 0.1 

  経常利益   77,516 3.2  3,485 0.2  198,698 4.2 

Ⅵ 特別利益 ※２  401 0.0  ―   8,744 0.2 

Ⅶ 特別損失 ※３  4,679 0.1  4,598 0.2  5,982 0.1 

税引前中間(当期)純
利益又は中間純損失
（△） 

  73,237 3.1  △1,112 △0.0  201,460 4.3 

法人税、住民税 
及び事業税 

 24,706   2,822   50,037   

法人税等調整額  1,853 26,559 1.1 1,113 3,935 0.2 △761 49,276 1.1 

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

  46,678 2.0  △5,048 △0.2  152,184 3.2 

前期繰越利益   271,822      271,822  

中間(当期) 
未処分利益 

  318,501      424,007  
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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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 923,325 758,014 758,014 

中間会計期間中の変動額 ― ― ― 
 固定資産圧縮積立金の取崩 ― ― ― 
 特別償却準備金の取崩 ― ― ― 
別途積立金の積立 ― ― ― 

 剰余金の配当 ― ― ― 
 役員賞与 ― ― ― 
 中間純損失 ― ― ― 
 自己株式の取得 ― ― ― 
中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
― ― ― 

平成18年９月30日残高(千円) 923,325 758,014 758,014 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金  

利益準備金 固定資産 

圧縮積立金 

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 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 209,238 4,737 4,712 6,800,000 424,007 7,442,694 △10,693 9,113,340 

中間会計期間中の変動額        

 固定資産圧縮積立金の取崩 ― △350 ― ― 350 ― ― ― 

 特別償却準備金の取崩 ― ― △1,640 ― 1,640 ― ― ― 

別途積立金の積立 ― ― ― 100,000 △100,000 ― ― ― 

 剰余金の配当 ― ― ― ― △91,444 △91,444 ― △91,444 

 役員賞与 ― ― ― ― △2,300 △2,300 ― △2,300 

 中間純損失 ― ― ― ― △5,048 △5,048 ― △5,048 

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― △407 △407 

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
― △350 △1,640 100,000 △196,801 △98,793 △407 △99,200 

平成18年９月30日残高(千円) 209,238 4,386 3,071 6,900,000 227,205 7,343,901 △11,101 9,014,139 

 
評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 986,321 986,321 10,099,662 

中間会計期間中の変動額    

 固定資産圧縮積立金の取崩 ― ― ― 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― 

別途積立金の積立 ― ― ― 

 剰余金の配当 ― ― △91,444 

 役員賞与 ― ― △2,300 

 中間純損失 ― ― △5,048 

 自己株式の取得 ― ― △407 

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
△77,888 △77,888 △77,888 

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
△77,888 △77,888 △177,089 

平成18年９月30日残高(千円) 908,433 908,433 9,922,573 
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中間財務諸表作成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 

 ① 満期保有目的の債券 

   償却原価法(定額法) 

(1) 有価証券 

 ① 満期保有目的の債券 

同左 

(1) 有価証券 

 ① 満期保有目的の債券 

同左 

  ② 子会社出資金 

   移動平均法による原価

法 

 ② 子会社出資金 

同左 

 ② 子会社出資金 

同左 

  ③ 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。) 

 ③ 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。) 

 ③ その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算期末日の市場価

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 

 ① 商品 

   総平均法による低価法 

(2) たな卸資産 

 ① 商品 

同左 

(2) たな卸資産 

 ① 商品 

同左 

  ② 製品・原材料・仕掛品 

   後入先出法による低価

法 

 ② 製品・原材料・仕掛品 

同左 

 ② 製品・原材料・仕掛品 

同左 

  ③ 貯蔵品 

   最終仕入原価法 

 ③ 貯蔵品 

同左 

 ③ 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)

については定額法)を採

用しております。 

  なお、耐用年数及び残存

価額については、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。 

(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、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。 

  ただし、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。 

(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) 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 

３ 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。 

(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) 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。 

  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

定額法により翌事業年度

から費用処理することと

しております。 

  なお、当中間会計期間末

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。 

  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

定額法により翌事業年度

から費用処理することと

しております。 

  なお、当中間会計期間末

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、当中間会計期

間より、中間会計期間末

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、営業損失が1,508千円

増加し、経常利益が1,508

千円減少し、税引前中間

純損失が1,508千円増加

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、当事業年度末におい

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

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

生の翌事業年度から費用

処理することとしており

ます。 

  なお、当事業年度末にお

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) 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、内規に基づく中間期

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 

５ 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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会計処理方法の変更 

 
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) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間から「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9,922,573

千円であります。 

中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸

表は、改正後の中間財務諸表等規則

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) 

当期から「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 

1,927,578千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,985,079千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,961,030千円 

   

 ２ 偶発債務(保証債務) 

下記の会社の借入金に対し保

証をしております。 

上海富士克制線有限公司 

22,642千円 

(200千米ドル) 

 ２ 偶発債務(保証債務) 

下記の会社の借入金に対し保

証をしております。 

上海富士克制線有限公司 

23,580千円 

(200千米ドル) 

 

 ２ 偶発債務(保証債務) 

下記の会社の借入金に対し保

証をしております。 

上海富士克制線有限公司 

23,496千円 

(200千米ドル) 

 ※３ 中間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、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満

期手形が、中間会計期間末残

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 営業外収益の主要項目 

受取利息 11,376千円 

受取配当金 6,335千円 
 

為替差益 28,807千円  

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 7,501千円 

受取配当金 6,259千円 
 

   

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 21,306千円 

受取配当金 112,389千円 

為替差益 45,033千円  

※２ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 401千円 
 

※２      ― ※２ 特別利益の主要項目 
貸倒引当金戻入
益 

4,673千円 
 

※３ 特別損失の主要項目 

固定資産売却損 1,692千円 

固定資産除却損 539千円 

リース解約損 2,447千円 
 

※３ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 4,598千円 

  

  
 

※３ 特別損失の主要項目 

固定資産売却損 1,692千円 

固定資産除却損 1,183千円 

リース解約損 3,106千円 
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 34,617千円 

無形固定資産 17,720千円 
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 48,847千円 

無形固定資産 21,646千円 
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 75,738千円 

無形固定資産 37,848千円 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

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 
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(リース取引関係) 

 

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) 

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 

 
(有価証券関係) 

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社出資金で時価の

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。 
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(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

(品目別売上高) 

（単位：千円） 
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 品目 

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 

家庭糸 
絹糸 

合繊糸 

184,859 

739,568 

7.7 

30.9 

175,520 

732,739 

8.0 

33.2 

385,938 

1,467,809 

8.2 

31.4 

小計 924,427 38.6 908,260 41.2 1,853,747 39.6 

工業糸 合繊糸 1,292,698 54.0 1,179,986 53.5 2,546,071 54.4 

その他 
原材料及び
半製品 

178,049 7.4 117,121 5.3 284,296 6.0 

合計 2,395,176 100.0 2,205,368 100.0 4,684,115 100.0 

(注) １．商品売上高が前中間会計期間は、家庭糸の絹糸353千円、合繊糸48,175千円、工業糸の合繊糸

370,101千円、当中間会計期間は、家庭糸の絹糸418千円、合繊糸52,619千円、工業糸の合繊糸

322,932千円、前事業年度は、家庭糸の絹糸457千円、合繊糸95,856千円、工業糸の合繊糸761,800

千円それぞれ含まれております。 

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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役員の異動 

 

該当事項はありません。 

 
 


