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１．平成18年12月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月中間期 7,116 21.0 443 △11.3 418 △16.1

17年12月中間期 5,884 1.3 500 1.6 498 0.6

18年６月期 12,440 1,112 1,141

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年12月中間期 119 △47.8 19 27

17年12月中間期 228 △23.2 36 91

18年６月期 470 76 04

（注）①期中平均株式数 18年12月中間期 6,193,160株 17年12月中間期 6,193,160株 18年６月期 6,193,160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であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月中間期 17,612 9,335 53.0 1,507 34

17年12月中間期 13,678 9,002 65.8 1,453 54

18年６月期 14,819 9,338 63.0 1,507 88

（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期 6,193,160株 17年12月中間期 6,193,160株 18年６月期 6,193,160株

②期末自己株式数 18年12月中間期 1,840株 17年12月中間期 1,840株 18年６月期 1,840株

２．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

通期 12,613 697 370

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　59円74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

17年６月期 － － － 15 － 15

18年６月期（実績） － － － 15 － 15

19年６月期（予想） － － － 15 － 15

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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６．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30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 856,610 692,944 1,163,146

２．受取手形 ※４ 684,047 774,791 354,688

３．売掛金 2,556,412 3,190,032 2,846,481

４．たな卸資産 708,104 895,654 737,562

５．その他 231,753 355,373 311,538

貸倒引当金 △3,398 － △3,515

流動資産合計 5,033,529 36.8 5,908,796 33.5 5,409,901 36.5

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

（1）建物 ※２ 1,836,977 4,627,215 1,623,788

（2）機械及び装置 2,257,565 2,972,345 2,158,587

（3）土地 ※２ 1,372,366 1,293,666 1,355,666

（4）建設仮勘定  1,000,549 134,645 2,032,086

（5）その他 289,378 679,994 274,628

　　計 6,756,836   9,707,867   7,444,757   

２　無形固定資産 81,650   100,939   71,079   

３　投資その他の資産

（1）投資有価証券 1,399,632 1,521,857 1,563,278

（2）繰延税金資産 106,692 26,151 25,789

（3）その他 300,164 346,829 305,184

　　計 1,806,489   1,894,838   1,894,253   

固定資産合計 8,644,977 63.2 11,703,645 66.5 9,410,089 63.5

資産合計 13,678,506 100.0 17,612,442 100.0 14,819,991 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 1,011,864 1,397,143 1,149,962

２. 短期借入金 － 860,000 －

３．1年以内返済予定の長
期借入金

※２ 503,950 1,018,542 665,480

４．未払法人税等 199,798 100,714 312,244

５．賞与引当金 59,351 66,024 59,219

６．工場移転費用引当金 19,393 － －

７．役員賞与引当金  15,000 43,200

８．その他 512,775 735,500 390,910

流動負債合計 2,307,132 16.9 4,192,925 23.8 2,621,017 17.7

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 1,420,050 3,139,888 1,946,460

２．退職給付引当金 569,221 556,762 538,128

３．役員退職慰労引当金 279,790 304,870 292,370

４．その他 100,290 82,794 83,485

固定負債合計 2,369,351 17.3 4,084,314 23.2 2,860,443 19.3

負債合計 4,676,484 34.2 8,277,240 47.0 5,481,461 37.0
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前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,435,300 10.5 － － － －

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 1,439,733 － －

資本剰余金合計 1,439,733 10.5 － － － －

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 115,000 － －

２　任意積立金 5,100,000 － －

３　中間(当期)未処分利
益

358,757 － －

利益剰余金合計 5,573,757 40.7 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

554,101 4.1 － － － －

Ⅴ　自己株式 △869 △0.0 － － － －

資本合計 9,002,022 65.8 － － － －

負債資本合計 13,678,506 100.0 － － － －

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  1,435,300 8.1  1,435,300 9.7

２　資本剰余金           

（1）資本準備金  －   1,439,733   1,439,733   

資本剰余金合計   － －  1,439,733 8.2  1,439,733 9.7

３　利益剰余金           

（1）利益準備金  －   115,000   115,000   

（2）その他利益剰余金           

別途積立金  －   5,400,000   5,100,000   

繰越利益剰余金  －   327,527   601,076   

利益剰余金合計   － －  5,842,527 33.2  5,816,076 39.2

４　自己株式   － －  △869 △0.0  △869 △0.0

株主資本合計   － －  8,716,691 49.5  8,690,240 58.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  618,510 3.5  648,289 4.4

評価・換算差額等合計   － －  618,510 3.5  648,289 4.4

純資産合計   － －  9,335,202 53.0  9,338,530 63.0

負債純資産合計   － －  17,612,442 100.0  14,819,991 100.0

－ 26 －



(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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）

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 5,884,198 100.0 7,116,784 100.0 12,440,401 100.0

Ⅱ　売上原価 4,902,325 83.3 5,973,392 83.9 10,330,273 83.0

売上総利益 981,872 16.7 1,143,391 16.1 2,110,127 17.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 481,225 8.2 699,474 9.8 997,229 8.0

営業利益 500,647 8.5 443,916 6.3 1,112,897 9.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 13,395 0.2 17,396 0.2 68,941 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 16,041 0.3 43,240 0.6 40,444 0.3

経常利益 498,001 8.4 418,072 5.9 1,141,394 9.2

Ⅵ　特別利益 ※３ 4,450 0.1 12,917 0.1 27,453 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４,５ 60,547 1.0 173,196 2.4 231,457 1.9

税引前中間(当期)純
利益

441,904 7.5 257,793 3.6 937,389 7.5

法人税、住民税及び
事業税

196,801 90,313 452,235

法人税等調整額 16,512 213,314 3.6 48,131 138,444 1.9 14,244 466,480 3.7

中間（当期）純利益 228,590 3.9 119,348 1.7 470,909 3.8

前期繰越利益 130,167 － －

中間（当期）未処分
利益

358,757 － －
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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７月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年６月30日　残高
（千円）

1,435,300 1,439,733 1,439,733 115,000 5,100,000 601,076 5,816,076 △869 8,690,240

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）      △92,897 △92,897  △92,897

別途積立金（千円）     300,000 △300,000 －  －

中間純利益（千円）      119,348 119,348  119,348

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）

－ － － － 300,000 △273,549 26,450 － 26,450

平成18年12月31日　残高
（千円）

1,435,300 1,439,733 1,439,733 115,000 5,400,000 327,527 5,842,527 △869 8,716,691

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年６月30日　残高
（千円）

648,289 648,289 9,338,530

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   △92,897

別途積立金（千円）   －

中間純利益（千円）   119,348

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）（千
円）

△29,778 △29,778 △29,778

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△29,778 △29,778 △3,327

平成18年12月31日　残高
（千円）

618,510 618,510 9,335,202
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

 　当中間会計期間より、中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

（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（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

税引前中間(当期)純利益 441,904 － 937,389

減価償却費 336,868 － 698,950

減損損失 38,108 － 191,769

貸倒引当金の増減額 △131 － △15

賞与引当金の増減額 5,977 － 5,845

役員賞与引当金の増減額 － － 43,200

退職給付引当金の増減額 6,786 － △24,306

役員退職慰労引当金の増減額 1,560 － 14,140

受取利息及び受取配当金 △4,217 － △51,226

支払利息  15,533 － 38,581

為替差損 － － 0

工場移転費用引当金の増減額 － － △19,393

有形固定資産売却損益 2,094 － 4,195

有形固定資産除却損 6,517 － 18,984

会員権評価損 9,280 － 8,849

売上債権の増減額 △107,833 － △68,543

たな卸資産の増減額 △115,355 － △144,812

その他流動資産の増減額 △9,835 － △62,190

仕入債務の増減額 46,819 － 184,917

未払消費税等の増減額 △37,748 － △18,605

その他流動負債の増減額 55,494 － 4,456

役員賞与の支払額 △38,700 － △38,700

長期未払金の増減額 △1,469 － △18,274

その他 167 － 906

小計 651,820 － 1,706,119

利息及び配当金の受取額 4,090 － 34,126

利息の支払額 △16,326 － △42,116

法人税等の支払額 △305,995 － △431,634

営業活動によるキャッシュ・フロー 333,588 － 1,266,495
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前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

（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（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 △431,291 － △585,432

定期預金の払戻による収入 519,047 － 519,047

有価証券の取得による支出 △76,381 － △115,444

有価証券の売却による収入 76,341 － 115,392

有形固定資産の取得による支出 △1,172,178 － △2,484,579

有形固定資産の売却による収入 28,618 － 39,131

無形固定資産の取得による支出 △5,412 － △9,394

投資有価証券の取得による支出 △7,375 － △15,750

関係会社の清算による収入  27,744 － 27,744

敷金・保証金の取得による支出  △88 － △88

保険積立金の積立による支出 △1,128 － △2,279

会員権の返却による収入 8,532 － 8,532

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,033,572 － △2,503,123

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,000,000 － 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △229,290 － △541,350

配当金の支払額 △93,508 － △92,409

配当金除斥 260 － 260

財務活動によるキャッシュ・フロー 677,461 － 1,366,500

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △22,522 － 129,872

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 447,840 － 447,840

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

425,318 － 577,713
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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

満期保有目的債券

償却原価法（利息法）

関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

(1）有価証券

満期保有目的債券

　　　同左

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

(1）有価証券

満期保有目的債券

　　　同左

関連会社株式

　　　同左

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

移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

　　同左

　時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

原材料・貯蔵品

総平均法による原価法

仕掛品

プレス金型・半導体関連装

置……個別原価法

　　　その他……総平均法による原

価法

(2）たな卸資産

原材料・貯蔵品

同左

仕掛品

プレス金型・半導体関連装

置……同左

　　　その他……同左

(2）たな卸資産

原材料・貯蔵品

同左

仕掛品

プレス金型・半導体関連装

置……同左

その他……同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　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、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　３～50年

機械及び装置　　４～12年

工具器具備品　　２～15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

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については利用可能期間（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）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

(3)長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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

　債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については過去の貸倒実

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

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額のうち当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。

(2) 賞与引当金

　　　　　同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に　

備えるため、支給見込額のうち　

当期負担分を計上しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職に伴う退職金の支

給に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間会計期

間末において発生していると認め

られる額を計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間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しております。

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職に伴う退職金の支

給に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計

上しております。　　

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間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しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職に伴う退職金の支

給に備えるため、当期末における

退職給付債務の見込額に基づき、

計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理しております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備

えて、内規に基づく中間会計期間

末要支給額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

　　　　　同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備

えて、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

(5) 工場移転費用引当金

　来期以降に見込まれる、新工場

への移転に伴って発生する損失に

備えるため、移転予定の建物等の

撤去費用及び現状回復費用の見込

額を計上しております。

(5) ──────

　

(5) 工場移転費用引当金

　来期以降に見込まれる、新工場

への移転に伴って発生する損失に

備えるため、移転予定の建物等の

撤去費用及び現状回復費用の見込

額を計上しております。

(6) ──────

　

(6) 役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、当事業年度にお

ける支給見込額に基づき当中間会

計期間負担額を計上しております。

(6) 役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　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。

────── 　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。

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、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」に表示しております。

(1) 消費税等の会計処理

　税抜方式によっおります。

　なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動資産の

「その他」に表示しております。

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　　　　　　　　────── 　　　　　　　　────── (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）を適用しており

ます。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

9,338,530千円であり、この変更が損益に与

える影響はありません。

　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。

  　　　　　　 (役員賞与に関する会計基準）

当事業年度より、「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準第4号　平成17年11月

29日）を適用しております。これにより、

従来の方針に比べて営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は43,200千円減少して

おります。 
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

 （中間貸借対照表）

　「建設仮勘定」は、前中間期まで、固定資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末に

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、前中間期末の「建設仮勘定」の金額は32,556

千円であります。

　　　　　　　　　　──────

 

 

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12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30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

11,232,611千円 10,476,366千円 11,388,037千円

※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務 ※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。

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

建物 1,674,594千円

土地 1,342,945

計 3,017,539

建物 4,596,222千円

土地 1,267,745

計 5,863,968

建物 1,591,160千円

土地 1,267,745

計 2,858,905

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

１年以内返済予定の長

期借入金
302,770千円

長期借入金 654,760

計 957,530

短期借入金 760,000千円

１年以内返済予定の長

期借入金
924,218千円

長期借入金 2,788,452

計 4,472,670

１年以内返済予定の長

期借入金
624,800千円

長期借入金 1,804,090

計 2,428,890

　３　偶発債務

　　①　保証債務

　次の会社について、金融機関からの借入

に対し債務保証を行なっております。

保証先 金額（千円） 内容

須高ケーブルテレ

ビ㈱
17,274 借入債務

鈴木金利佳有限公

司

91,380

（6,000千HKD）
借入債務

　３　偶発債務

　　①　保証債務

　次の会社について、金融機関からの借入

に対し債務保証を行なっております。

保証先 金額（千円） 内容

須高ケーブルテレ

ビ㈱
18,397 借入債務

　３　偶発債務

　　①　保証債務

　次の会社について、金融機関からの借入

に対し債務保証を行なっております。 

保証先 金額（千円） 内容

須高ケーブルテレ

ビ㈱
19,568 借入債務

 

※４　中間期末日満期手形

　中間期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、当中間期会計期間の末日が金融

機関の休日であったため、次の中間期末日

満期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。

 

※４　中間期末日満期手形

　中間期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、当中間期会計期間の末日が金融

機関の休日であったため、次の中間期末日

満期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。

 

※４　──────

 受取手形 34,776千円  受取手形 56,044千円     

　５ 受取手形割引高 170,000千円

受取手形裏書譲渡高 210,606千円

　５ 受取手形割引高 30,000千円

受取手形裏書譲渡高 287,777千円

　５ 受取手形割引高 212,092千円

受取手形裏書譲渡高 254,139千円
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31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 ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 123千円

受取配当金 4,094

賃借料収入 3,573

屑処理収入 971

受取利息 161千円

受取配当金 5,428

賃借料収入 2,654

屑処理収入 4,116

受取利息 257千円

受取配当金 50,968

賃借料収入 6,980

  

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 14,893千円

手形売却損 640

支払利息 41,792千円

為替差損 1,101

支払利息 38,581千円

手形売却損 1,335

※３　特別利益の内訳 ※３　特別利益の内訳 ※３　特別利益の内訳

固定資産売却益 4,319千円

貸倒引当金戻入 131

計 4,450

固定資産売却益 9,401千円

貸倒引当金戻入 3,515

計 12,917

固定資産売却益 7,429千円

貸倒引当金戻入 15 

工場移転費用引当金取

崩益

19,393 

会員権精算益 615 

計 27,453 

※４　特別損失の内訳 ※４　特別損失の内訳 ※４　特別損失の内訳

固定資産売却損 6,413千円

固定資産除却損 6,517

会員権評価損 9,280

減損損失 38,108

関係会社清算損失 229

計 60,547

固定資産売却損 20,939千円

固定資産除却損 33,463

会員権評価損 619

工場移転費用 118,174

計 173,196

固定資産売却損 11,624千円

固定資産除却損 18,984

会員権評価損 8,849

減損損失 191,769

関係会社精算整理損 229

計 231,457
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31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　減損損失 ※５　────── ※５　減損損失

　当中間会計期間において当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しまし

た。

場所 用途 種類

特品製造部

（長野県長野

市）

リードフレー

ム等製造用建

物及び土地

建物、土地

長野県下高井

郡木島平村

福利厚生施設

（遊休資産）
建物、土地

　当社は、内部管理上採用している事業部

門によりグルーピングしており、遊休資産

については、個々の資産ごとにグルーピン

グしております。

　事業部門によるグルーピングされたセグ

メントには減損の兆候はありませんでした

が、部品製造事業の再編成により建設中の

新工場に集約される事業部門の資産グルー

プのうち、処分が予定され回収可能価額の

下落が認められる建物、土地及び将来の具

体的使用計画のない遊休資産について、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（38,108千円）として特別

損失に計上しました。その内訳は建物 780

千円、土地37,327千円であります。

　なお、回収可能額は正味売却可能価額に

より測定しており、不動産鑑定基準による

評価額及び売却見込額等を基礎として評価

しております。

 　当事業年度において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。

 

場所 用途 種類

特品製造部

（長野県長野

市）

リードフレー

ム等製造用建

物及び土地

建物、土地

コネクタ製造

部

（長野県須坂

市）

自家発電設備

（遊休資産）
建物

長野県下高井

郡木島平村

福利厚生施設

（遊休資産）
建物、土地

　当社は、内部管理上採用している事業部

門によりグルーピングしており、遊休資産

については、個々の資産ごとにグルーピン

グしております。

　部品製造事業の再編成により新工場用に

集約される事業部門の資産グループのうち

処分され回収可能額の下落が認められる建

物、土地及び将来の具体的使用計画のない

遊休資産について、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失

（191,769千円）として特別損失に計上いた

しました。その内訳は、建物 137,741千円、

土地54,027千円であります。

　なお、事業再編により処分が予定されて

いる建物、土地の回収可能価額は正味売却

可能価額により測定しており、主として売

却見込額に基づいた価格によっております。

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 321,576千円

無形固定資産 15,291

有形固定資産 482,299千円

無形固定資産 14,077

有形固定資産 669,104千円

無形固定資産 29,845
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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７月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 1,840 － － 1,840

合計 1,840 － － 1,840

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 6,195,000 － － 6,195,000

合計 6,195,000 － － 6,195,000

自己株式

普通株式 1,840 － － 1,840

合計 1,840 － － 1,840

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

　

３．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９月28日

定時株主総会
普通株式 92,897 15 平成18年６月30日 平成18年９月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　該当事項はありません。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

　────── 　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 856,610千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△431,291

現金及び現金同等物 425,318

（平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,163,146千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△585,432

現金及び現金同等物 577,713

①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械装置 31,877 935,964 30,941

工具器具備品 26,602 15,740 10,861

ソフトウエア 46,041 34,530 11,510

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)

機械装置 49,902 8,713 41,189

工具器具備品 26,602 21,061 5,541

ソフトウエア 46,041 43,739 2,302

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)

機械装置 49,902 4,554 45,347

工具器具備品 26,602 18,401 8,201

ソフトウエア 46,041 39,135 6,906

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

１年内 20,148千円

１年超 33,932

合計 54,081

１年内 15,556千円

１年超 34,814

合計 50,371

１年内 20,671千円

１年超 41,191

合計 61,862

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(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 8,610千円

減価償却費相当額 8,200

支払利息相当額 333

支払リース料 12,051千円

減価償却費相当額 11,422

支払利息相当額 555

支払リース料 19,493千円

減価償却費相当額 19,083

支払利息相当額 968

(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。

(5)利息相当額の算定方法

　　　　　　　同左

(5)利息相当額の算定方法

　　　　　　　　同左
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間会計期間末（平成17年12月31日）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 460,888 1,391,057 930,168

合計 460,888 1,391,057 930,168

２．時価のない主な有価証券の内容

前中間会計期間末（平成17年12月31日）

中間貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券

割引商工債券 115,450

(2）その他有価証券

非上場株式 8,575

(3）関連会社株式

非上場株式 201,068

当中間会計期間末（平成18年12月31日現在）

　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６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前事業年度（平成18年６月30日）

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 466,421 1,554,703 1,088,281

合計 466,421 1,554,703 1,088,281

２．時価のない主な有価証券の内容

前事業年度（平成18年６月30日）

貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券

割引商工債券 115,473

(2）その他有価証券

非上場株式 8,575

(3）関連会社株式

非上場株式 203,910
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③　デリバティブ取引

前中間会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

　──────

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

④　持分法損益等

前中間会計期間

（自　平成17年７月１日

  至　平成17年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年７月１日

  至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年７月１日

  至　平成18年６月30日）

関連会社に対する投資の金額

（千円）
201,068 － 203,910

持分法を適用した場合の投資の金額

（千円）
219,823 － 356,476

持分法を適用した場合の投資利益の

金額（千円）
27,607 － 45,766

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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 1,453.54円

１株当たり中間純利益 36.91円

１株当たり純資産額 1,507.34円

１株当たり中間純利益 19.27円

１株当たり純資産額 1,507.88円

１株当たり当期純利益 76.04円

　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、新株予約権

付社債等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、新株予約権

付社債等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、新株予約権

付社債等潜在株式がないため記載して

おりません。

（注）１株当たり中間（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。

前中間会計期間
（自平成17年７月１日
至平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自平成18年７月１日
至平成18年12月31日）

前事業年度
（自平成17年７月１日
至平成18年６月30日）

中間（当期）純利益（千円） 228,590 119,348 470,909

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） （－） （－） （－）

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
228,590 119,348 470,909

期中平均株式数（株） 6,193,160 6,193,160 6,193,160
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７．生産、受注及び販売の状況

（1）事業部門別生産状況

品 　　目

17年12月中間期 18年12月中間期 18年 6月期

自平成17年 7月 1日 自平成18年 7月 1日 対前年 自平成17年 7月 1日

至平成17年12月31日 至平成18年12月31日 同　期 至平成18年 6月30日

金額 構成比 金額 構成比 増減率 金額 構成比

（千円） （％） （千円） （％） （％） （千円） （％）

金型 970,912 16.2 － － － 2,066,349 16.4

電子部品コネクタ 2,992,225 50.0 － － － 6,687,476 53.1

自動車電装部品コネクタ 817,770 13.7 － － － 1,346,071 10.7

リードフレーム 48,059 0.8 － － － 50,976 0.4

半導体関連装置 791,588 13.2 － － － 1,701,066 13.5

その他新規事業 360,391 22.3 － － － 749,104 5.9

合　　　計 5,980,948 100.0 － － － 12,601,044 100.0

（注）事業部門別は前会計年度において事業部門を変更しております。このため前中間会計年度の事業部門別生産状況の

金額ならびに構成比については、遡及修正した金額に基づき算出しております。

（2）事業部門別受注状況

品 　　目

17年12月中間期 18年12月中間期 18年 6月期

自平成17年 7月　1日 自平成18年 7月　1日 対前年 自平成17年 7月　1日

至平成17年12月31日 至平成18年12月31日 同　期 至平成18年 6月30日

金額 構成比 金額 構成比 増減率 金額 構成比

（千円） （％） （千円） （％） （％） （千円） （％）

金型 967,227 15.2 － － － 2,081,961 16.0

電子部品コネクタ 3,142,800 49.4 － － － 6,865,885 52.8

自動車電装部品コネクタ 901,631 14.2 － － － 1,403,619 10.8

リードフレーム 46,473 0.7 － － － 49,284 0.4

半導体関連装置 943,913 14.8 － － － 1,859,021 14.3

その他新規事業 354,693 5.7 － － － 747,362 5.7

合　　　計 6,356,740 100.0 － － － 13,007,136 100.0

 （注）事業部門別は前会計年度において事業部門を変更しております。このため前中間会計年度の事業部門別受注状況の

金額ならびに構成比については、遡及修正した金額に基づき算出しております。

　受　注　残　高 1,707,870 － － 1,802,063

 （3）事業部門別販売実績

品 　　目

17年12月中間期 18年12月中間期 18年 6月期

自平成17年 7月　1日 自平成18年 7月　1日 対前年 自平成17年 7月　1日

至平成17年12月31日 至平成18年12月31日 同　期 至平成18年 6月30日

金額 構成比 金額 構成比 増減率 金額 構成比

（千円） （％） （千円） （％） （％） （千円） （％）

金型 907,090 15.4 － － － 1,994,308 16.0

電子部品コネクタ 2,990,079 50.8 － － － 6,618,695 53.2

自動車電装部品コネクタ 814,283 13.8 － － － 1,333,314 10.7

リードフレーム 49,342 0.8 － － － 52,630 0.4

半導体関連装置 766,799 13.0 － － － 1,694,425 13.6

その他新規事業 356,602 6.2 － － － 747,025 6.1

合　　　計 5,884,198 100.0 － － － 12,440,401 100.0

 （注）事業部門別は前会計年度において事業部門を変更しております。このため前中間会計年度の事業部門別販売実績の

金額ならびに構成比については、遡及修正した金額に基づき算出しております。
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