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平成１９年３月期  個別中間財務諸表の概要 
平成１８年１１月１７日 

上 場 会 社 名     不二ラテックス株式会社     上場取引所      JQ 

コード 番 号     ５１９９            本社所在都道府県   東京都 

（ＵＲＬ http://www.fujilatex.co.jp/） 

代  表  者 役  職  名    代表取締役社長 

氏    名    岡 本 良 彦 

問い合わせ先  責任者役職名    執行役員 管理本部 財務部長 

        氏    名    畑 山 幹 男         ＴＥＬ（０３）３２９３－５６８６ 

決算取締役会開催日    平成１８年１１月１７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） 

 

１．１８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 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円   ％

3,297（ 5.6）

3,120（ 4.9）

百万円   ％

168（ 19.5）

141（△37.3）

百万円   ％

153（ 18.1）

130（△31.9）

１８年３月期   6,404   399     374 

 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1株当たり中間 

(当期)純利益 

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円   ％

91（ 24.4）

73（△33.3）

円  銭

7.16 

5.75 

１８年３月期      198 14.37 

(注) 1．期中平均株式数 18年9月中間期 12,772,010株 17年9月中間期 12,787,191株 18年3月期 12,782,987株 

   2．会計処理の方法の変更    有 

   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 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 1 株 当 た り 純 資 産

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円 

8,268 

8,070 

百万円

2,145 

2,032 

％ 

25.9 

25.2 

円  銭

168.05 

158.95 

１８年３月期 8,318 2,216 26.6 172.32 

(注) 1．期末発行済株式数 18年9月中間期 12,766,157株 17年9月中間期 12,783,580株 18年3月期 12,776,692株  

   2. 期末自己株式数   18年9月中間期   95,835株   17年9月中間期   78,412株   18年3月期     85,300株 

 

２．１９年３月期の業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 

通  期 

百万円 

7,000 

百万円

420 

百万円

210 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）   16円45銭 

 

３. 配当状況 

 ・現金配当 1株当たり配当金(円) 

 中間期末 期末 年間 

18年３月期 ― 5.00 5.00 

19年３月期（実績） ― ― 

19年３月期（予想） ― 5.00 
5.00 

 

 ※ 上記の予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経 

   済情勢等様々な不確定要因により、これらの予想数値と異なる場合があります。 
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 中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

 

  前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度 
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   1,064,352 787,460  921,368

２ 受取手形 ※４  354,601 365,689  389,676

３ 売掛金   1,007,777 1,270,319  1,128,741

４ たな卸資産   1,122,390 1,272,162  1,194,840

５ 繰延税金資産   63,245 45,983  50,018

６ その他   114,391 136,328  108,410

貸倒引当金   △30,000 △11,000  △35,000

流動資産合計   3,696,759 45.8 3,866,943 46.8  3,758,055 45.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２  980,671 942,093  960,608

(2) 機械及び装置   248,171 226,642  232,988

(3) 土地 ※２  1,743,784 1,743,784  1,743,784

(4) 建設仮勘定   5,807 5,489  8,032

(5) その他   128,281 132,537  126,498

計   3,106,715 38.5 3,050,547 36.9  3,071,911 36.9

２ 無形固定資産   16,896 0.2 16,432 0.2  16,674 0.2

３ 投資その他の資 
  産 

   

(1) 投資有価証券   868,236 895,754  1,046,048

(2) 長期貸付金   70,926 59,326  65,126

(3) 繰延税金資産   267,470 238,456  223,930

(4) その他   45,513 141,652  140,244

貸倒引当金   △2,000 △500  △3,000

計   1,250,146 15.5 1,334,690 16.1  1,472,350 17.7

固定資産合計   4,373,758 54.2 4,401,670 53.2  4,560,936 54.8

資産合計   8,070,517 100.0 8,268,614 100.0  8,318,991 100.0
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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 
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   805,749 940,041  891,446

２ 買掛金   240,464 255,432  251,576

３ 短期借入金 ※２  1,561,617 1,460,926  1,559,453

４ 未払法人税等   67,444 39,952  122,950

５ 賞与引当金   111,805 103,079  95,454

６ 売上割戻引当金   9,247 15,457  ―

７ その他 ※５  337,959 254,356  205,682

流動負債合計   3,134,288 38.8 3,069,245 37.1  3,126,563 37.6

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   1,000,000 1,000,000  1,000,000

２ 長期借入金 ※２  1,232,185 1,416,922  1,325,923

３ 再評価に係る 
  繰延税金負債   155,502 155,502  155,502

４ 退職給付引当金   491,870 464,377  474,959

５ その他   24,665 17,185  19,665

固定負債合計   2,904,223 36.0 3,053,987 37.0  2,976,050 35.8

負債合計   6,038,512 74.8 6,123,233 74.1  6,102,614 73.4

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   643,099 8.0 ― ―  643,099 7.7

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金   248,362 ―  248,362

資本剰余金合計   248,362 3.1 ― ―  248,362 3.0

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金   175,375 ―  175,375

２ 任意積立金   242,000 ―  242,000

３ 中間(当期) 
  未処分利益 
 

  361,833 ―  486,745

利益剰余金合計   779,208 9.7 ― ―  904,120 10.9

Ⅳ 土地再評価差額金   228,454 2.8 ― ―  228,454 2.7

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金   148,428 1.8 ― ―  210,377 2.5

Ⅵ 自己株式   △15,548 △0.2 ― ―  △18,037 △0.2

資本合計   2,032,004 25.2 ― ―  2,216,377 26.6

負債・資本合計   8,070,517 100.0 ― ―  8,318,991 100.0
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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 
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   ― ― 643,099 7.8  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 248,362 ― 

資本剰余金合計   ― ― 248,362 3.0  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 175,375 ― 

(2) その他利益剰 
    余金 

   

 別途積立金  ― 242,000 ― 

  繰越利益剰余 
  金 

 ― 499,594 ― 

利益剰余金合計   ― ― 916,969 11.1  ― ―

４ 自己株式   ― ― △20,925 △0.3  ― ―

株主資本合計   ― ― 1,787,506 21.6  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証 
    券評価差額金 

  ― ― 129,420 1.6  ― ―

２ 土地再評価差額 
    金 

  ― ― 228,454 2.7  ― ―

評価・換算差額 
等合計 

  ― ― 357,875 4.3  ― ―

純資産合計   ― ― 2,145,381 25.9  ― ―

負債純資産合計   ― ― 8,268,614 100.0  ― ―

    

 



― 5 ― 

 

(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   3,120,805 100.0 3,297,007 100.0  6,404,982 100.0

Ⅱ 売上原価   2,295,424 73.6 2,404,940 72.9  4,686,474 73.2

売上総利益   825,380 26.4 892,066 27.1  1,718,507 26.8

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費   684,366 21.9 723,513 22.0  1,318,746 20.6

営業利益   141,014 4.5 168,552 5.1  399,761 6.2

Ⅳ 営業外収益 ※１  31,502 1.0 27,508 0.9  59,282 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  42,329 1.3 42,308 1.3  84,208 1.3

経常利益   130,187 4.2 153,752 4.7  374,835 5.9

Ⅵ 特別利益 ※３  45,073 1.4 89,237 2.7  38,008 0.6

Ⅶ 特別損失 ※ 46  25,945 0.8 73,993 2.3  37,184 0.6

税引前中間 
(当期)純利益   149,316 4.8 168,996 5.1  375,659 5.9

法人税、住民税 
及び事業税  69,160 33,000 155,990 

法人税等調整額  6,686 75,846 2.4 44,614 77,614 2.3 21,286 177,276 2.8

中間(当期) 
純利益   73,469 2.4 91,381 2.8  198,382 3.1

前期繰越利益   288,363  288,363

中間(当期) 
未処分利益   361,833  486,745
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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 

平成18年３月31日残高(千円) 643,099 248,362

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 

 役員賞与 

 中間純利益 

 自己株式の取得 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 
中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

平成18年９月30日残高(千円) 643,099 248,362

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
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) 175,375 242,000 486,745 904,120 △18,037 1,777,545

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △63,883 △63,883  △63,883

 役員賞与  △14,650 △14,650  △14,650

 中間純利益  91,381 91,381  91,381

 自己株式の取得  △2,887 △2,887

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)   

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)  12,848 12,848 △2,887 9,960

平成18年９月30日残高(千円) 175,375 242,000 499,594 916,969 △20,925 1,787,506

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
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) 210,377 228,454 438,831 2,216,377

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △63,883

 役員賞与  △14,650

 中間純利益  91,381

 自己株式の取得  △2,887

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △80,956 △80,956 △80,956

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △80,956 △80,956 △70,996

平成18年９月30日残高(千円) 129,420 228,454 357,875 2,145,381
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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 
 子会社株式及び関連会社
株式 

  移動平均法による原価
法 

(1) 有価証券 
 子会社株式及び関連会社
株式 

同左 

(1) 有価証券 
 子会社株式及び関連会社
株式 

同左 

  満期保有目的の債券 
  原価法 

 満期保有目的の債券 
     同左 

 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) 

 その他有価証券 
  時価のあるもの 
  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評
価差額は、全部純資
産直入法により処理
し、売却原価は、移
動平均法により算定)

 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、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 

  時価のないもの 
同左 

  時価のないもの 
同左 

 (2) たな卸資産 
 商品を除くたな卸資産 
  移動平均法による原価
法 

 商品 
  移動平均法による低価
法 

(2) たな卸資産 
 商品を除くたな卸資産 

同左 
 
 商品 

同左 
 

(2) たな卸資産 
 商品を除くたな卸資産 

同左 
 

 商品 
同左 

 

２ 固定資産の減価償
却の方法 

(1) 有形固定資産 
  定率法によっておりま
す。ただし、建物(建
物附属設備を除く)に
ついては、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、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 

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 

 

 



― 8 ― 

 

 

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) 

 (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、支給見込額のう
ち会社で定めた支給対
象期間中の当中間期負
担分を計上しておりま
す。 

(2) 賞与引当金 
同左 

(2) 賞与引当金 
  従業員に対して支給す
る賞与の支出に充てる
ため、支給見込額のう
ち会社で定めた支給対
象期間中の当期負担分
を計上しております。

 (3) 売上割戻引当金 

  当中間会計期間におい

て負担すべき割戻し金

の支払に備えるため、

過去の実績率に基づ

き、当中間会計期間の

売上高に対応する金額

を引当計上しておりま

す。 

(3) 売上割戻引当金 

同左 

―――――― 

 (4) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備
えるため、当期末にお
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。 

 (追加情報) 
  当社退職給付債務は、
従来「退職給付会計に
関する実務指針(中間報
告)」(日本会計士協会
会計制度委員会報告13
号)に定める簡便法によ
り算定しておりました
が、当中間会計期間か
ら原則法に変更してお
ります。 

  この変更は、当中間会
計期間より従業員数の
増加等に伴い、従業員
の年齢や勤務期間の偏
りが解消され退職給付
債務の数理計算に用い
られる基礎率の推定に
ついて一定の有効性が
確保された結果、原則
法による計算の結果に
一定の高い水準の信頼
性が得られるものと判
断されたことによるも
のであります。 

  この変更に伴い、当期
首における退職給付債
務について計算した簡
便法と原則法の差額
32,573千円を特別利益
に計上しております。 

(4) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に
備えるため、当期末に
おける退職給付債務及
び年金資産の見込額に
基づき、当中間会計期
間末において発生して
いると認められる額を
計上しております。 

   数理計算上の差異に
ついては、各期の発生
時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の
年数(5年)による按分
額をそれぞれ発生の翌
期より費用処理してお
ります。 

 

(4) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備
えるため、当期末にお
ける退職給付債務及び
年金資産の見込額に基
づき、計上しておりま
す。 

  数理計算上の差異につ
いては、各期の発生時
における従業員の平均
残存勤務期間以内の一
定の年数(5年)による按
分額をそれぞれ発生の
翌期より費用処理して
おります。 

 (追加情報) 
  当社退職給付債務は、
従来「退職給付会計に
関する実務指針(中間報
告)」(日本会計士協会
会計制度委員会報告13
号)に定める簡便法によ
り算定しておりました
が、当事業年度から原
則法に変更しておりま
す。 

  この変更は、当事業年
度より従業員数の増加
等に伴い、従業員の年
齢や勤務期間の偏りが
解消され退職給付債務
の数理計算に用いられ
る基礎率の推定につい
て一定の有効性が確保
された結果、原則法に
よる計算の結果に一定
の高い水準の信頼性が
得られるものと判断さ
れたことによるもので
あります。 
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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) 

  この結果、従来と同一の
方法によった場合と比
較して営業利益、経常
利益はそれぞれ16,065
千円減少し、税引前中
間純利益は16,508千円
増加しております。 

   この変更に伴い、当期
首における退職給付債
務について計算した簡
便法と原則法の差額
32,573千円を特別利益
に計上しております。
この結果、従来と同一
の方法によった場合と
比較して営業利益、経
常 利 益 は そ れ ぞ れ
15,832千円減少し、税
引 前 当 期 純 利 益 は
16,741千円増加してお
ります。 

４ 外貨建の資産又は

負債の本邦通貨へ

の換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期

末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

５ リース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

６ ヘッジ会計の方法 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについて

は、特例処理の要件を

満たしておりますの

で、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) 

  永久劣後債の利金 

(3) ヘッジ方針 

  債券の受取金利に対し

金利変動を一定の範囲

内でヘッジする目的を

持って金利スワップ取

引を行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契

約毎に行っておりま

す。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

  法 

  金利スワップの特例処

理の要件を満たして

いるので中間決算日

における有効性の評

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 

  金利スワップの特例処

理の要件を満たしてい

るので決算日における

有効性の評価を省略し

ております。 

７ その他中間財務

諸表(財務諸表)作

成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理につい

て 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理につい

て 

同左 

消費税等の会計処理につい

て 

同左 
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会計処理の変更 

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) 

 「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)を当中間会

計期間から適用しております。 

 これにより税引前中間純利益が

2,714千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控

除しております。 

 

―――――――― (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」(「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)を当事業年

度から適用しております。 

 これにより税引前当期純利益が

2,714千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2,145,381千円

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。 

 

―――――――― 
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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 有形固定資産の減価償却累計

額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

項目 金額(千円) 

有形固定資産
の減価償却累
計額 

3,545,912 

 

項目 金額(千円)

有形固定資産
の減価償却累
計額 

3,650,760

 

項目 金額(千円)

有形固定資産
の減価償却累
計額 

3,613,994

 
※２ 担保資産 ※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

資産の種類 金額(千円) 

建物 935,507 

土地 1,413,234 

計 2,348,742 
  

資産の種類 金額(千円)

建物 900,488

土地 1,413,234

計 2,313,722
  

資産の種類 金額(千円)

建物 917,236

土地 1,413,234

計 2,330,471
  

   上記は下記債務の担保に供し

ております。 

同左 同左 

項目 金額(千円) 

短期借入金 
(１年内返済
長期借入金を
含む) 

1,521,585 

長期借入金 1,183,951 

計 2,705,536 
    

項目 金額(千円)

短期借入金 
(１年内返済
長期借入金を
含む) 

1,405,860

長期借入金 1,328,752

計 2,734,612
    

項目 金額(千円)

短期借入金 
(１年内返済
長期借入金を
含む) 

1,419,421

長期借入金 1,297,705

計 2,717,126
 

 ３ 偶発債務 

  債権譲渡契約に基づく債権流動

化を行なっております。 

受取手形譲渡残高 691,487千円

  なお、受取手形譲渡残高には、

当社に遡及権が及ぶものが 

138,297千円含まれておりま

す。 

 

 ３ 偶発債務 

  債権譲渡契約に基づく債権流動

化を行なっております。 

受取手形譲渡残高 693,562千円

  なお、受取手形譲渡残高には、

当社に遡及権が及ぶものが

138,712千円含まれておりま

す。 

 

 ３ 偶発債務 

  債権譲渡契約に基づく債権流動

化を行なっております。 

受取手形譲渡残高 673,991千円

  なお、受取手形譲渡残高には、

当社に遡及権が及ぶものが 

134,798千円含まれておりま

す。 

 

――――――――――― ※４ 満期手形 

 中間会計期間末日満期手形の会計

処理については、満期日に決済が行

われたものとして処理しておりま

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

期間末残高から除かれております。

受取手形 41,445千円
 

――――――――――― 

※５ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

※５ 消費税等の取扱い 

同左 

――――――――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益項目のうち重要な

もの 

※１ 営業外収益項目のうち重要な

もの 

※１ 営業外収益項目のうち重要な

もの 

受取利息 

2,256千円

賃貸収入 

17,026 〃 
 

受取利息 

1,861千円

賃貸収入 

12,668 〃
 

受取利息 

4,022千円

賃貸収入 

33,569 〃
 

※２ 営業外費用項目のうち重要な

もの 

※２ 営業外費用項目のうち重要な

もの 

※２ 営業外費用項目のうち重要な

もの 

支払利息 

25,984千円

社債利息 

3,058 〃 
 

支払利息 

25,230千円

社債利息 

3,058 〃
 

支払利息 

50,401千円

社債利息 

6,100 〃
 

※３ 特別利益項目のうち重要なも

の 

※３ 特別利益項目のうち重要なも

の 

※３ 特別利益項目のうち重要なも

の 

退職給付計算方法変更益 

32,573千円

 

貸倒引当金戻入益 

12,500 〃 
 

投資有価証券売却益 

63,979千円

 

貸倒引当金戻入益 

25,258 〃
 

退職給付計算方法変更益 

32,573千円

投資有価証券売却益 

185 〃 

貸倒引当金戻入益 

5,250 〃 
 

※４ 特別損失項目のうち重要なも

の 

※４ 特別損失項目のうち重要なも

の 

※４ 特別損失項目のうち重要なも

の 

固定資産除却損 

5,410千円

減損損失 

2,714 〃 

棚卸資産除却損 

2,820 〃 

役員退職慰労金 

15,000 〃 
 

固定資産除却損 

1,457千円

棚卸資産除却損 

10,810 〃

棚卸資産評価損 

9,726 〃

役員退職慰労金 

52,000 〃
 

固定資産除却損 

5,869千円

減損損失 

2,714 〃

棚卸資産除却損 

13,341 〃

棚卸資産評価損 

259 〃

役員退職慰労金 

15,000 〃
 

 ５ 減価償却実施額 

減価償却実施額は次の通りで 

あります。 

 ５ 減価償却実施額 

同左 

 ５ 減価償却実施額 

同左 

項目 金額(千円) 

有形固定資産 57,937 

無形固定資産 1,145 
  
 

項目 金額(千円)

有形固定資産 62,348

無形固定資産 1,292
  
 

項目 金額(千円)

有形固定資産 126,824

無形固定資産 2,349
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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) 

※６ 減損損失 

  当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しまし

た。 

用

途 
種類 場所 

金額 

(千円) 

遊

休 
土地 大分県 2,714 

計 2,714 

(経緯) 

上記の土地については、現在は遊休

資産としております。 

今後の利用計画も無く、地価も著し

く下落しているため、減損損失を

認識いたしました。 

(グルーピングの方法) 

事業部門別を基本とし、事業用資産

については各事業部門別、遊休資

産については個別物件単位を独立

したキャッシュ・フローを生む最

小の単位として資産グルーピング

を行っております。 

(回収可能価額の算定方法等) 

当資産の回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、原則とし

て路線価もしくは不動産鑑定評価

に準ずる方法により算定しており

ます。 

 

――――――――――― ※６ 減損損失 

  当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しまし

た。 

用

途 
種類 場所 

金額 

(千円)

遊

休 
土地 大分県 2,714

計 2,714

(経緯) 

上記の土地については、現在は遊休

資産としております。 

今後の利用計画も無く、地価も著し

く下落しているため、減損損失を

認識いたしました。 

(グルーピングの方法) 

事業部門別を基本とし、事業用資産

については各事業部門別、遊休資

産については個別物件単位を独立

したキャッシュ・フローを生む最

小の単位として資産グルーピング

を行っております。 

(回収可能価額の算定方法等) 

当資産の回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、原則とし

て路線価もしくは不動産鑑定評価

に準ずる方法により算定しており

ます。 
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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） 85,300 10,535 ― 95,835
 
（変動事由の概要） 

 増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  10,535株 
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(リース取引関係) 

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) 

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・リース取引に係る注記 

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・リース取引に係る注記 

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・リース取引に係る注記 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額 

 

取得価額 

相当額 

(千円) 

 

減価償却

累計額 

相当額 

(千円) 

中間期末

残高 

相当額 

(千円) 

 

機械及び 
装置 

198,184 69,525 128,659

工具器具 
備品 

92,530 61,115 31,415

車両 
運搬具 

14,196 3,472 10,723

ソフト 
ウェア 

20,352 6,584 13,768

合  計 325,264 140,697 184,566

  

 

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 

162,927 63,683 99,243

工具器具
備品 

99,808 67,135 32,673

車両 
運搬具 

14,196 6,312 7,884

ソフト 
ウェア 

20,352 10,654 9,697

合  計 297,285 147,785 149,499

  

 

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 

218,748 86,759 131,988

工具器具
備品 

92,530 69,407 23,123

車両 
運搬具 

14,196 4,892 9,303

ソフト 
ウェア 

20,352 8,619 11,732

合  計 345,827 169,678 176,149

 
(注) 取得価額相当額は、有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る未経過リース料中間期末残

高の割合が低いため、支払利

子込み法により算定しており

ます。 

(注)     同左 (注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

②未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 53,182千円

１年超 131,383 〃 

合計 184,566千円
 

１年以内 45,223千円

１年超 104,275 〃

合計 149,499千円
 

１年以内 50,470千円

１年超 125,678 〃

合計 176,149千円
 

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、有形固定資産の中

間期末残高等に占める未経過

リース料中間期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(注)     同左 

 

(注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

③支払リース料及び減価償却費相当

額 

③支払リース料及び減価償却費相当

額 

③支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 26,798千円

減価償却費相当額 26,798 〃 
 

支払リース料 26,650千円

減価償却費相当額 26,650 〃
 

支払リース料 55,779千円

減価償却費相当額 55,779 〃
 

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 
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(有価証券関係) 
 
前中間会計期間末(平成17年９月30日) 
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。 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 
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。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 
 

(１株当たり情報) 

 

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株当たり純資産額 158円95銭 168円05銭 172円32銭

1株当たり中間(当期)
純利益 

5円75銭 7円16銭 14円37銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)
純利益 

 潜在株式がないため記載し
ておりません。 

 潜在株式がないため記載し
ておりません。 

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)

中間貸借対照表の純資産の部の 
合計額            (千円) 

― 2,145,381 ―

普通株式に係る純資産額      (千円) 
―

2,145,381 
―

普通株式の発行済株式数    ( 株 ) 
―

12,861,992 
―

普通株式の自己株式数     ( 株 ) 
―

95,835 
―

1株当たり純資産の算定に用い 
られた普通株式の数      ( 株 ) 

―
12,766,157 

―

 

2. １株当たり中間(当期)純利益 

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)

中間(当期)純利益          (千円) 73,469 91,381 198,382

普通株主に帰属しない金額  (千円) 

 利益処分による役員賞与金 ―

 

― 14,650

普通株式に係る中間 
(当期)純利益              (千円) 

73,469 91,381 183,732

普通株式の期中平均株式数  ( 株 ) 12,787,191 12,772,010 12,782,987

 

以  上 


