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(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 10,015 △5.7 693 △35.6 725 △33.8 138 △78.4

18年６月中間期 10,616 △2.3 1,076 9.6 1,096 9.1 640 6.9

18年12月期 21,550 － 2,094 － 2,123 － 1,215 －

 
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 

 円 銭 円 銭

19年６月中間期 5.20 5.19

18年６月中間期 24.18 24.11

18年12月期 45.88 45.76

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 0百万円 18年６月中間期 △11百万円 18年12月期 △12百万円

 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

19年６月中間期 15,552 10,003 64.3 376.66

18年６月中間期 15,005 9,469 63.1 357.75

18年12月期 16,999 10,014 58.9 377.03

（参考）自己資本 19年６月中間期 10,003百万円 18年６月中間期 9,469百万円 18年12月期 10,014百万円

 
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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年６月中間期 993 △38 △323 3,425

18年６月中間期 1,152 △23 △924 2,753

18年12月期 1,124 △147 △732 2,793

 １株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00

19年12月期 0.00 0.00 － －  
19年12月期（予想） － － 0.00 10.00 10.00

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 21,560 0.0 2,110 0.8 2,140 0.8 900 △25.9 33.97
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４．その他 

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無 

（注）詳細は、6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無 

② ①以外の変更        無 

（注）詳細は、21ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3）発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

（参考）個別業績の概要 

１．平成19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日） 

(2）個別財政状態 

２．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日） 

（％表示は対前期増減率）

新規 0社   除外 0社   

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年６月中間期 27,040,400株 18年６月中間期 26,948,400株 18年12月期 27,040,400株

② 期末自己株式数 19年６月中間期 482,882株 18年６月中間期 477,796株 18年12月期 479,479株

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 6,860 △6.1 613 △26.7 676 △21.7 115 △77.1

18年６月中間期 7,303 △2.0 838 14.7 864 14.9 503 13.2

18年12月期 15,077 － 1,674 － 1,706 － 979 －

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 円 銭 

19年６月中間期 4.35 

18年６月中間期 19.00 

18年12月期 36.95 

 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

19年６月中間期 13,050 9,462 72.5 356.32

18年６月中間期 12,859 9,066 70.5 342.52

18年12月期 14,213 9,511 66.9 358.12

（参考）自己資本 19年６月中間期 9,462百万円 18年６月中間期 9,066百万円 18年12月期 9,511百万円

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 15,100 0.2 1,690 1.0 1,710 0.2 650 △33.6 24.53

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、今後

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の4ページ

をご参照ください。 
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１．経営成績 
(1）経営成績に関する分析 

 ① 当中間連結会計期間の経営成績   

   当中間連結会計期間におけるわが国経済は、景気の緩やかな回復基調が続き、企業収益は順調に改善していま

す。 

     当社の関連する防災分野におきましては、年初来全国各地で大規模な地震が頻発しているほか、梅雨前線や台 

  風による大雨被害などが発生しています。また、地震に伴う被害で主要企業の生産ラインがストップするなど、民間

  企業・工場等の災害対策・危機管理体制についても注目が集まりました。こうしたなか、政府は、大規模地震等に対

  応した自衛消防力の確保を目指して「消防法の一部を改正する法律」を公布するなど、甚大な被害が予想される大 

  地震に向けて「減災」への取組みを強化しています。また、19年度消防予算でも、消防防災体制・大規模地震に対す

  る備えの強化のほか、19年度に予定されていたＮＢＣテロ災害対応資機材の整備が平成18年度の補正予算に盛り込ま

  れるなど、国民の安全・安心の確保に向けて、着々と整備が進められています。 

    繊維業界、とりわけリネン（麻）業界におきましては、既に来シーズン春夏向けの企画がアパレルを中心にスタ 

  ートしていますが、引き続きリネン（麻）素材に対する需要は強く、アパレル商材以外にも洋品雑貨、寝装品、リビ

  ング・キッチン・バス用の二次製品など、その商材展開は一層の広がりを見せています。 

  また、高機能繊維の分野につきましては、世界的にアラミド繊維の原料価格の高騰が続いているほか、一部には 

  品不足の原料も出始めるなど厳しい市場環境が続いておりますが、耐熱・対磨耗・対切創など、危険物・有害物質を

  扱う作業現場などの安全・防護に力を発揮する高機能繊維へのニーズは着実に拡がっており、その新たな用途開発が

  期待されています。 

    このような経営環境下、当社グループは、この7月、創立１００周年を迎えました。 

  平成15年以来、企業創生の運動「プラン１００」の完遂を目指して 

    「増収・増益の実現と二つの事業領域 

     ＊  総合的で専門性の高い防災・危機管理事業 

     ＊  機能繊維の用途開発とリネンの総合事業化 

     の深化・充実・拡大」 

   の達成に向けて、グループ一丸となって取り組んでまいりました。 

  

    当中間期の業績は、前年同期の売上に貢献した官公庁向け資材のずれ込みやアパレル向け売上の減少に加え、 

  鹿沼ショッピングセンターの再開発に伴う賃料収入の減少などから、売上高は１００億１千５百万円と前年同期比 

  ６億１百万円減少、経常利益でも７億２千５百万円と前年同期比３億７千１百万円減少しましたが、通期では増収 

  増益を確保する予定です。なお、中間純利益では、鹿沼ショッピングセンターの再開発に伴い既存の建物・構築物 

  の除却等を行ったことから除却損を特別損失として計上したため、１億３千８百万円と前年同期比５億２百万円 

  減少しました。 
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   セグメント別の概況 

    

 防災部門 

防災部門では、危機管理関連資機材等の売上は伸びましたが、ホース・防火衣・一般災害対策資機材等の売上が前年

同期に比べ減少したことなどから、売上高は５９億９千７百万円と前中間連結会計期間に比べ2.1％の減少となりま

した。当中間期の防災部門の業績は、残念ながら減収減益となりましたが、救助工作車等の受注は順調に推移してい

るほか、業績の概要でご説明のとおり、国・企業をはじめとする防災・危機管理対応は焦眉の課題であり、そのマー

ケットは着実に拡がっています。 

  

   繊維部門 

  繊維部門では、好調なリネン（麻）素材の需要増加を背景として、麻二次製品等の売上げは伸びましたが、アパ 

  レル向け売上の減少や官公庁向け資材調達のずれ込み等のほか、高機能繊維素材の供給不足等により同関連製品の 

  売上が減少したことなどから、売上高で３４億３千７百万円と前中間連結会計期間に比べ9.8％の減少となりまし 

  た。 

   この上期は、新たなリネンブランドの確立に向けて、欧州リネン（麻）素材メーカーとも提携関係を強化したほ 

  か、高機能繊維関係でも、中国での一貫生産体制の構築や新たな用途開発に向けて取組みを強化してまいりました。

    

   不動産賃貸部門・その他 

  不動産賃貸部門・その他の売上高は、鹿沼ショッピングセンターの再開発に伴う賃料収入の減少などから、５億８千

  万円と前中間連結会計期間に比べ14.6%の減少となりました。なお、同ショッピングセンターは、現在、再開 

  発に向けて準備中であり、来年早々にも、全面オープンの予定です。 

  ② 当期の見通し   

       防災等事業の分野では、国民保護・防災・危機管理への関心の高まりと国や自治体による防災・減災への対応  

       が強化され、総合的な防災・危機管理体制の整備が進んでいます。とりわけ消防防災分野では、消防団の充実強 

    化と国民保護体制の構築のほか、大規模災害発生時の応急対応に向けて、緊急消防援助隊の増強や特別高度救助 

       隊の全国展開が進められており、「安全・安心な暮らしを守る」「生命・財産の安全を守る」防災事業の役割は 

    ますます重要になりつつあります。従来の消防・警察・地方自治体を中心とした官公庁マーケットに加え、企 

    業、家庭などの民需防災マーケットも着実に拡がってきています。 

       また、繊維事業の分野でも、リネン（麻）素材の持つ優れた特性を生かした二次製品への嗜好と高機能繊維の新 

       しい用途開発へのニーズは引き続き継続するものと予想されます。 

       このような状況のなかで、当社グループは、「プラン１００」で掲げた諸目標に向けて、積極的な事業活動を展 

       開してまいります。 

       なお、平成１９年１２月期の通期連結業績の見通しにつきましては、売上高２１５億６千万円、経常利益２１億 

   ４千万円、当期純利益９億円を見込んでおります。 
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(2）財政状態に関する分析 

  

  

当期のキャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は、鹿沼ショッピングセンターの再開発に伴う除却損および減価償却費の合計７億５

千４百万円を差し引いてなお、２億４千６百万円の税金等調整前中間純利益を確保したことから、９億９千３百万

円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当期の投資活動による資金の支出は、鹿沼工場の設備投資などを行いましたが、貸付金の回収等があったことか

ら、３千８百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当期の財務活動による資金の支出は、配当金の支払い、長期借入金の返済などを行ったことから、３億２千３百

万円となりました。 

 その結果当期の現金及び現金同等物の期末残高は、前期比６億３千１百万円増加し、３４億２千５百万円となりま

した。 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンド 

株主資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：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 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．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。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

３．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、利払いにつきましては、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。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

  利益配分につきましては、収益に応じた配当を行う事を基本としつつ、企業体質の一層の強化、並びに将来の事 

  業展開に備えるための内部留保の充実を併せて図る方針です。なお、中間配当の実施予定はございません。 

  

  

   

   

      

    

      

  

 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月中間期 

株主資本比率（％） 56.7 58.9 64.3 

時価ベースの株主資本比率（％） 93.6 85.0 83.8 

債務償還年数（年） 0.5 0.3 0.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 72.6 97.0 158.8 
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２．企業集団の状況 
 当社グル－プは、帝国繊維（株）及びその連結子会社４社により構成され、主として 帝国繊維（株）で開発、製

造、輸入される製品を日本国内において、卸売、並びに直接販売を行う事業グル－プであります。 

 当社グル－プの事業別に見た位置付けは、次の通りであります。 

  

 （防災事業） 

    当社は 各種消防ホ－ス等関連製品・防災機器・救急救助器具・危険物処理関連資機材及び救助工作車・防災特殊

   車輌・空港用化学消防車等の製造、仕入、販売を行っております    

    帝商（株）およびキンパイ商事（株）は、当社の地域別販売会社として消防ホース・防災機器・救急救助器具・危

   険物処理関連資機材および救助工作車等の販売のほか、連結送水管などの点検業務等を行っております。 

     （株）テイセンテクノは、救助工作車、その他特殊車の製造および各種機器の製造、保守を行っております。   

 （繊維事業） 

    当社は 主として 麻および麻化合繊混紡製品・化合繊製品の製造、加工、販売を行っており、 帝商（株）と 

   キンパイ商事（株）は、当社の販売会社として同繊維製品の販売を行っております。テイセン産業（株）は、重 

   布、繊維製品の縫製、加工、販売を行っております。 

  （不動産賃貸・その他） 

      当社は 不動産の賃貸、遊技場の経営を行っており、（株）テイセンテクノは独自に帝国繊維グループ外との事業

   も行っております。また、本年5月非連結子会社である（株）六合社と合併したテイセン産業（株）は、生損保代 

   理店業務も行っております。 

      以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次の通りであります。 
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３．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針 

 当社グル－プは創業時からうけつがれた「社会の安全、生活文化の向上に貢献する企業」を基本理念とし、 

①当社の伝統である「麻（リネン）」を活用した良質な生活文化を支える事業（「麻」素材を中心に据えた 

  消費者向け二次製品の開発と販売）や、高機能繊維の活用による用途開発など、付加価値の高い繊維事業の確立 

②消火・救助・救急・危険物処理など、生命財産を守り安全に備える専門性と総合性の高い防災総合事業の拡充 

  

   を通して「一味ちがった優れた企業」「発展し成長を続ける企業」「社会や公共に大きく貢献する企業」の実現を 

    目指しております。 

  

 当社は今年創立１００周年を迎えました。明治の初頭、殖産振興の一環として、滋賀、栃木、大阪、北海道など全

国４ケ所で始まった日本の製麻事業は、明治４０年、当社の前身である帝国製麻株式会社に統合され、金融業を中心

とした安田財閥直系の中核的事業会社として、広く社会や経済の発展に貢献してまいりました。  

   創業当時、主要な生活・産業資材であったリネン（麻）を欧州から寒冷の地・北海道へ移植栽培し、大規模な 

  産業となる麻紡績・製織の事業を興しました。そして強靭な繊維としての特色を生かした野営テント（軍）、鉄道  

  車輌の幌、郵袋などのほか、麻の盛夏服や蚊帳の供給など、官の需要や一般市民の生活への寄与を通して、当社は 

  近代日本の産業界に高い存在感を示してまいりました。戦後は、繊維産業の素材が天然繊維から化繊・合繊へと転 

  換するなかで、事業自体の存立をも問われる厳しい試練にさらされる時期もありましたが、ここ十数年のグループ 

  一丸となって取組んだ再建努力が実り、どん底の債務超過からの企業再建を果たすとともに、新しい確かな社会的 

  役割を担う企業として再生し、今日を迎えております。 

  

   大規模自然災害や特殊災害の危険に取巻かれた社会にあって、市民生活の安全や安心を確保し、そのために必要な 

  備えや運用等を準備する当社の事業は、極めて高い社会的使命をもった事業であります。消火・救助・救急はもと 

  より、NBC等特殊災害、危機管理など広くSolution Businessの確立に向けて責務を果たしてまいります。リネンの 

  総合事業化は、良質な生活文化を支える事業です。リネンは、ノーブルファイバー（高貴な繊維）と言われ、欧州 

  では古くから各家庭で伝承される品として親しまれ愛用されてきました。各種リネン二次製品を幅広く提供し、リ  

  ネンの持つ優れた特性をご愛用いただけるよう、その普及に努めてまいります。    

   当社は、これら事業の社会的使命（Mission）や伝統ある事業の継承（Heritage）の持つ意義をしっかりと受け  

  継ぎ、創業以来の社是である「社会の安全と生活文化の向上」に大きく貢献してまいる所存です。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、創立１００周年となる今年度の完遂を目指して平成１５年にスタートさせた企業創生の運動 

「プラン１００」の目標である 

（１） 増収・増益へのチャレンジ 

（２） ①総合的で専門性の高い防災・危機管理事業 

    ②機能繊維の用途開発とリネン（麻）の総合事業化  

     の深化・充実・拡大 

に向けて、諸施策を推進しております 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

 当社グループの目指す主要な事業分野は、以下の２つの分野です。 

第１．総合的で専門性の高い防災・危機管理事業 

第２．付加価値を高めたニッチの繊維事業 

    就中、機能繊維の用途開発とリネン（麻）の総合事業化 

 防災等事業の分野につきましては、地震・津波などの大規模自然災害、石油コンビナート・工場火災などの大規模

な企業災害のほか、NBCテロをはじめとする特殊災害への対応など、国・自治体の防災・減災対策は年毎に強化さ

れ、企業・家庭を含めた防災対策の喫緊性・重要性は益々高まっており、当社の果たす役割も拡大しております。 

 こうした時代の要請に応えるため、当社グループといたしましては、総合的で専門性の高い防災・危機管理事業の

確立に向けて努力してまいります。当社の中核事業である消防防災の四事業（消防用ホース・消防用被服・救助資機

材・特殊車輌）を更に磨き上げるとともに、複雑化し、大規模化する災害や社会的リスクにそなえ、危険物処理、危

機管理など装備や運用の高度化に対応できる総合的で専門性の高い防災・危機管理事業の深化・充実・拡大に注力し

てまいる所存です。 

 繊維事業の分野につきましては、“元祖リネンの帝繊”の活性化を目指します。健康で安全な素材への選好で、リ
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ネン（麻）は、引き続き、消費者の方々から幅広い支持をいただいており、良質な二次製品の開発と拡販など、リネ

ンの総合事業化に、これまで以上に取組を強化してまいります。また、機能繊維の分野におきましては、防災・防護

衣料などのニーズは着実に拡がってきており、高機能繊維の新たな用途開発など、この分野の拡充に努めてまいりま

す。 

 また、生産拠点である鹿沼工場につきましては、市場ニーズの変化に対応した新たなホースの開発に向けて、生産

設備の増強を図っていくほか、工程管理・生産管理システムの導入による最適稼動化により、厳格な品質管理のもと

で徹底したコスト削減を目指してまいります。 
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４．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18年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

対前中間
期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金    2,753,169 3,435,391 682,222   2,793,758

２．受取手形及び
売掛金 

※４  3,369,670 3,738,076 368,405   5,133,007

３. 有価証券     4,000 － △4,000   －

４．たな卸資産    2,329,823 2,471,394 141,571   2,639,907

５．繰延税金資産    51,215 56,403 5,187   59,071

６．その他    62,332 135,976 73,644   137,798

７．貸倒引当金    △24,051 △23,591 459   △36,622

流動資産合計    8,546,160 57.0 9,813,651 63.1 1,267,490   10,726,920 63.1

Ⅱ 固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物及び構
築物 

※ 
1,2 

 1,795,021 1,117,346 △677,674   1,757,512

２．機械装置及
び運搬具 

※1  294,665 347,477 52,811   296,557

３．工具器具及
び備品 

※１  83,599 77,903 △5,695   77,234

４．土地 
※２ 
  

 581,762 581,762 －   581,762

５．建設仮勘定    75,655 4,466 △71,188   75,218

有形固定資産
合計 

   2,830,704 2,128,956 △701,747   2,788,285

(2）無形固定資産         

１．借地権    39,904 39,904 －   39,904

２．その他    83,813 107,060 23,246   108,065

無形固定資産
合計 

   123,718 146,964 23,246   147,970

(3）投資その他の
資産 

        

１．投資有価証
券 

※3  2,380,467 2,431,135 50,668   2,271,927

２．長期貸付金    960,002 866,746 △93,256   902,417

３．繰延税金資
産 

   34,536 33,761 △774   35,640

４．その他    147,725 148,402 676   144,884

５．貸倒引当金    △18,179 △17,238 940   △18,095

投資その他の 
資産合計 

   3,504,552 3,462,806 △41,746   3,336,774

固定資産合計    6,458,975 43.0 5,738,728 36.9 △720,247   6,273,030 36.9

資産合計    15,005,136 100.0 15,552,379 100.0 547,243   16,999,950 100.0 
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前中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

対前中間
期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減
（千円） 

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 

※４  2,690,850 2,943,051 252,201   4,343,130

２．短期借入金    66,200 246,200 180,000   266,700

３．未払法人税等    517,618 279,649 △237,968   570,368

４. 役員賞与引当
金  

   16,750 17,500 750   35,000

５．その他    765,424 560,099 △205,325   371,831

流動負債合計    4,056,843 27.0 4,046,501 26.0 △10,342   5,587,030 32.9

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金    117,200 40,000 △77,200   78,600

２．預り保証金    263,163 517,415 254,252   275,797

３．繰延税金負債    775,586 627,242 △148,344   731,137

４．退職給付引当
金 

   90,585 104,522 13,936   66,074

５．役員退職慰労
引当金 

   232,000 213,450 △18,550   247,000

固定負債合計    1,478,535 9.9 1,502,630 9.7 24,094   1,398,609 8.2

負債合計    5,535,379 36.9 5,549,131 35.7 13,751   6,985,640 41.1

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金    1,347,420 9.0  1,364,348 8.8 16,928  1,364,348   

２ 資本剰余金    721,603 4.8  738,586 4.7 16,982  738,586   

３ 利益剰余金    6,693,201 44.6  7,156,156 46.0 462,955  7,268,699   

４ 自己株式    △192,806 △1.3  △195,639 △1.2 △2,832  △193,894   

株主資本合計    8,569,417 57.1  9,063,451 58.3 494,033  9,177,739 54.0 

Ⅱ 評価・換算差額
等 

                   

１ その他有価証
券評価差額金 

   898,823 6.0  933,511 6.0 34,687  836,526   

２ 繰延ヘッジ損
益 

   1,515 0.0  6,285 0.0 4,770  44   

評価・換算差額
等合計 

   900,338 6.0  939,797 6.0 39,458  836,571 4.9 

純資産合計    9,469,756 63.1  10,003,248 64.3 533,491  10,014,310 58.9 

負債純資産合計    15,005,136 100.0  15,552,379 100.0 547,243  16,999,950 100.0 
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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18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

対前中間
期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    10,616,425 100.0 10,015,037 100.0 △601,388   21,550,894 100.0 

Ⅱ 売上原価    8,101,000 76.3 7,783,260 77.7 △317,740   16,552,501 76.8

売上総利益    2,515,424 23.7 2,231,776 22.3 △283,647   4,998,392 23.2

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

※１  1,438,596 13.6 1,538,107 15.4 99,511   2,903,759 13.5

営業利益    1,076,828 10.1 693,669 6.9 △383,159   2,094,633 9.7

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息   10,672   9,370  20,254 

２．受取配当金   23,872   28,775  32,126 

３．持分法による
投資利益  

  －   639  － 

４．その他   9,160 43,704 0.4 3,866 42,652 0.4 △1,052 16,235 68,617 0.3

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息   7,986   6,352  14,233 

２．受取手形売却
損 

  3,447   2,169  8,389 

３．持分法による 
  投資損失 

  11,372   －  12,915 

４．その他   964 23,770 0.2 2,159 10,681 0.1 △13,088 4,405 39,943 0.1

経常利益    1,096,762 10.3 725,639 7.2 △371,122   2,123,307 9.9

Ⅵ 特別利益         

１．中途解約金収
入  

  －   153,536  － 

 2．貸倒引当金戻
入額 

  10,595 10,595 0.0 13,581 167,117 1.7 156,521 － － －

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産処分
損 

※２ 5,834   646,589  8,598 

２.たな卸資産処
分損 

  － 5,834 0.0 － 646,589 6.5 640,754 23,061 31,659 0.2

税金等調整前
中間（当期）
純利益 

   1,101,523 10.3 246,167 2.4 △855,356   2,091,647 9.7

法人税、住民
税及び事業税 

  508,362   278,325  932,594 

法人税等調整
額 

  △47,036 461,325 4.3 △170,255 108,069 1.0 △353,256 △56,642 875,951 4.1

中間（当期）
純利益 

   640,197 6.0 138,098 1.4 △502,099   1,215,695 5.6
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６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17年12月31日 残高（千円） 1,347,420 721,514 6,351,255 △189,884 8,230,305 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △264,752   △264,752 

中間純利益     640,197   640,197 

自己株式の取得       △3,102 △3,102 

自己株式の処分   89   180 270 

役員賞与の支給     △33,500   △33,500 

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） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
－ 89 341,945 △2,922 339,112 

平成18年６月30日 残高（千円） 1,347,420 721,603 6,693,201 △192,806 8,569,417 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額
金 

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

平成17年12月31日 残高（千円） 1,082,025 － 1,082,025 9,312,330 

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当       △264,752 

中間純利益       640,197 

自己株式の取得       △3,102 

自己株式の処分       270 

役員賞与の支給       △33,500 

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） 
△183,202 1,515 △181,686 △181,686 

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
△183,202 1,515 △181,686 157,425 

平成18年６月30日 残高（千円） 898,823 1,515 900,338 9,469,756 

帝国繊維㈱（3302）平成19年12月期中間決算短信

- 12 -



当中間連結会計期間（自平成19年１月１日 至平成19年６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12月31日 残高（千円） 1,364,348 738,586 7,268,699 △193,894 9,177,739 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △265,609   △265,609 

中間純利益     138,098   138,098 

自己株式の取得       △1,744 △1,744 

連結子会社による非連結子会社

合併  
    14,967   14,967 

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） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
－ － △112,543 △1,744 △114,288 

平成19年６月30日 残高（千円） 1,364,348 738,586 7,156,156 △195,639 9,063,451 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額
金 

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

平成18年12月31日 残高（千円） 836,526 44 836,571 10,014,310 

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当       △265,609 

中間純利益       138,098 

自己株式の取得       △1,744 

連結子会社による非連結子会社

合併  
      14,967 

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） 
96,984 6,241 103,225 103,225 

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
96,984 6,241 103,225 △11,062 

平成19年６月30日 残高（千円） 933,511 6,285 939,797 10,003,248 
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年１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 

平成17年12月31日 残高（千円） 1,347,420 721,514 6,351,255 △189,884 8,230,305 

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 16,928 16,928     33,856 

剰余金の配当     △264,752   △264,752 

当期純利益     1,215,695   1,215,695 

自己株式の取得       △4,426 △4,426 

自己株式の処分   143   416 560 

役員賞与の支給     △33,500   △33,500 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
          

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
16,928 17,071 917,443 △4,009 947,433 

平成18年12月31日 残高（千円） 1,364,348 738,586 7,268,699 △193,894 9,177,739 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額
金 

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

平成17年12月31日 残高（千円） 1,082,025 － 1,082,025 9,312,330 

連結会計年度中の変動額     

新株の発行       33,856 

剰余金の配当       △264,752 

当期純利益       1,215,695 

自己株式の取得       △4,426 

自己株式の処分       560 

役員賞与の支給       △33,500 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△245,498 44 △245,454 △245,454 

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
△245,498 44 △245,454 701,979 

平成18年12月31日 残高（千円） 836,526 44 836,571 10,014,310 

帝国繊維㈱（3302）平成19年12月期中間決算短信

- 14 -



(4) 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18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

対前中間期比 

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18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 
（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 

  1,101,523 246,167 △855,356 2,091,647 

減価償却費   97,239 108,357 11,117 205,345 

貸倒引当金の増減額 
（減少：△） 

  △20,860 △13,888 6,972 △8,372 

受取利息及び 
受取配当金 

  △34,544 △38,146 △3,601 △52,381 

支払利息   7,986 6,352 △1,633 14,233 

持分法による投資 
損失 

  11,372 △639 △12,011 12,915 

役員賞与の支払額   △33,500 － 33,500 △33,500 

役員賞与引当金の増減
額（減少：△）  

  16,750 △17,500 △34,250 35,000 

退職給付引当金の 
増減額（減少：△） 

  35,615 37,152 1,536 11,104 

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△） 

  14,200 △33,550 △47,750 29,200 

固定資産処分損   5,834 646,589 640,754 8,598 

売上債権の増減額 
（増加：△） 

  927,699 1,392,597 464,898 △944,390 

たな卸資産の増減額 
（増加：△） 

  333,517 168,839 △164,678 23,433 

仕入債務の増減額 
（減少：△） 

  △1,429,415 △1,379,237 50,177 177,995 

預り保証金の増減額 
（減少：△） 

  320 191,617 191,297 11,567 

その他の流動資産の 
増減額（増加：△） 

  57,714 △8,552 △66,267 46,776 

その他の流動負債の 
増減額（減少：△） 

  246,389 224,222 △22,167 42,469 

その他   9,291 △1,262 △10,553 14,031 

小計   1,347,134 1,529,119 181,985 1,685,673 

利息及び配当金の 
受取額 

  29,535 38,122 8,586 49,568 

利息の支払額   △5,056 △6,258 △1,202 △11,601 

法人税等の支払額   △219,343 △567,453 △348,110 △598,686 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロ ー 

  1,152,269 993,529 △158,740 1,124,954 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

対前中間期比 

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18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 
（千円） 

金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

          

有形固定資産の取得
による支出 

  △90,327 △70,754 19,573 △226,169 

有形固定資産の売却
による収入  

  － 550 550 － 

有形固定資産の除却
による支出 

  △9 △266 △256 △1,815 

貸付金の回収による
収入 

  82,029 42,171 △39,858 124,115 

連結子会社による非
連結子会社の合併に
伴う収入  

  － 9,251 9,251 － 

その他   △15,518 △19,795 △4,276 △43,832 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △23,826 △38,842 △15,016 △147,701 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

          

短期借入による収入   2,280,000 1,080,000 △1,200,000 3,669,500 

短期借入金の返済に
よる支出 

  △2,280,334 △1,100,500 1,179,834 △3,480,334 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △659,800 △38,600 621,200 △687,400 

       株式の発行による  
    収入        

  
  － － － 33,856 

自己株式の取得に 
よる支出 

  △3,102 △1,744 1,357 △4,426 

自己株式の売却に  
よる収入  

  270 － △270 560 

配当金の支払額   △261,810 △262,209 △399 △264,752 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △924,777 △323,054 601,723 △732,996 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 

  203,666 631,632 427,966 244,255 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  2,549,503 2,793,758 244,255 2,549,503 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  2,753,169 3,425,391 672,222 2,793,758 
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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 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社は帝商㈱、キンパ

イ商事㈱、テイセン産業㈱、㈱

テイセンテクノの４社でありま

す。 

(1）左に同じ (1）左に同じ 

(2）非連結子会社は㈱六合社であ

ります。 

 なお、非連結子会社は小規模

であり、その総資産、売上高、

中間純損益のうち持分に見合う

額及び利益剰余金等のうち持分

に見合う額は、いずれも中間連

結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないので、連結の範囲か

ら除外しております。 

(2）非連結子会社はありません。 

なお、前連結会計年度まで非連

結子会社であった㈱六合社は、

連結子会社のテイセン産業㈱と

合併しております。 

(2）非連結子会社は㈱六合社であ

ります。 

 なお、非連結子会社の総資 

産、売上高、当期純損益のうち

持分に見合う額及び利益剰余金 

のうち持分に見合う額のそれぞ

れの合計額等の、連結会社の総

資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金のそれぞれの合計額

に対する影響は軽微であり、全

体として連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしておりません。 

２．持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社１社並びに関連会

社４社のうち北洋リネンサプライ

㈱（関連会社）及び㈱麻業会館

（関連会社）については持分法を

適用しております。 

 持分法を適用していない非連結

子会社は、㈱六合社であり、主要

な関連会社は、㈱富士でありま

す。これらの持分法を適用してい

ない非連結子会社１社及び関連会

社２社については、中間純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要

性がないので、持分法の適用範囲

から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

 関連会社４社のうち北洋リネン

サプライ㈱（関連会社）及び㈱麻

業会館（関連会社）については持

分法を適用しております。     

持分法を適用していない主要な関

連会社は㈱富士であります。これ

らの持分法を適用していない関連

会社２社については、中間純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重

要性がないので、持分法の適用範

囲から除外しております。   

なお、前連結会計年度まで非連結

子会社であった㈱六合社は、連結

子会社のテイセン産業㈱と合併し

ております。      

２．持分法の適用に関する事項 

  非連結子会社１社並びに関連会 

 社４社のうち北洋リネンサプライ 

 ㈱（関連会社）及び㈱麻業会館 

 （関連会社）については持分法を 

 適用しております。 

  持分法を適用していない非連結 

 子会社は、㈱六合社であり、主要 

 な関連会社は㈱富士であります。 

 これらの持分法を適用していない 

 非連結子会社１社及び関連会社２  

 社の当期純損益及び利益剰余金の  

 持分に見合う額の合計額はそれぞ 

 れ連結純損益及び利益剰余金に及 

 ぼす影響が軽微であり、かつ全体 

 としても重要な影響を及ぼしてお 

 りません。 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

 連結子会社の中間期末日と中間

連結決算日は一致しております。 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

左に同じ 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結子会社の事業年度末日と連

結決算日は一致しております。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 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）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

   たな卸資産 

    移動平均法による原価法 

   たな卸資産 

 移動平均法による原価法 

  たな卸資産 

  移動平均法による原価法 

   有価証券    有価証券 有価証券 

満期保有目的の債券 

  償却原価法 

満期保有目的の債券 

  償却原価法 

満期保有目的の債券 

 償却原価法 

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 

  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 

 期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価

法 

 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 

 移動平均法による原価

法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 有形固定資産 

定率法 

 ただし親会社の一部資産

（賃貸用資産に係る建物及び

構築物）並びに平成10年４月

１日以降取得した建物（建物

附属設備を除く）については

定額法。 

 有形固定資産 

 左に同じ 

 有形固定資産 

 左に同じ 

 無形固定資産 

定額法 

 なお、ソフトウェア(自社利

用）については、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）

に基づく定額法。 

 無形固定資産 

  左に同じ 

 無形固定資産 

  左に同じ 

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

（イ）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

備えて、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上してお

ります。 

（イ）貸倒引当金 

  左に同じ 

（イ）貸倒引当金 

  左に同じ 
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前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

（ロ）役員賞与引当金  

 役員に支給する賞与の支出

に備えるため、当連結会計年

度末における支給見込額に基

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。  

（ロ）役員賞与引当金  

  左に同じ 

（ロ）役員賞与引当金  

 役員に支給する賞与の支出

に備えるため、当連結会計年

度末における支給見込額に基

づき計上しております。    

（会計方針の変更）   

 当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 

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、販売費及

び一般管理費が16,750千円増

加し、営業利益、経常利益お

よび税金等調整前中間純利益

がそれぞれ同額減少しており

ます。  

 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。 

   ──── 

   

  

（会計方針の変更）   

 当連結会計年度より、「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 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、前連結会計

年度と同一の基準を適用した

場合に比べて、販売費及び一

般管理費が35,000千円増加

し、営業利益、経常利益およ

び税金等調整前当期純利益が

それぞれ同額減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。 

(ハ）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。 

(ハ）退職給付引当金 

 左に同じ 

(ハ）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計上して

おります。 

(ニ）役員退職慰労引当金 

 親会社については役員の退

職慰労金に充てるため、内規

に基づく中間期末要支給額を

計上しております。 

(ニ）役員退職慰労引当金 

  左に同じ 

(ニ）役員退職慰労引当金 

 親会社については役員の退

職慰労金に充てるため、内規

に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(4）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 

  左に同じ 

(4）重要なリース取引の処理方法 

  左に同じ 

(5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 

（イ）ヘッジ会計の方法 

 為替予約等が付されている

外貨建金銭債権債務及び外貨

建予定取引について振当処理

を行っております。 

（イ）ヘッジ会計の方法 

  左に同じ 

(イ）ヘッジ会計の方法 

 左に同じ 

 

帝国繊維㈱（3302）平成19年12月期中間決算短信

- 19 -



前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 為替予約は、外貨建輸入取

引の為替変動リスクをヘッジ

対象としております。 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  左に同じ 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 左に同じ 

(ハ）ヘッジ方針 

 外貨建債務に係る為替変動

リスクを軽減する目的で為替

予約取引を行っております。 

(ハ）ヘッジ方針 

  左に同じ 

(ハ）ヘッジ方針 

 左に同じ 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

 デリバティブ取引の実行に

あたり、ヘッジ手段とヘッジ

対象に関する重要な条件がほ

ぼ一致しており、ヘッジ開始

時及びその後も継続して相場

変動等を相殺できることを確

認しております。 

 また、予定取引について

は、実行可能性が極めて高い

かどうかの判断を行っており

ます。 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

  左に同じ 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

 左に同じ 

(6）消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。 

(6）消費税等の会計処理方法 

  左に同じ 

(6）消費税等の会計処理方法 

  左に同じ 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得

の日から３ヶ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、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

短期の資金からなっております。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 左に同じ 

５．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 左に同じ 
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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の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 ──── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、

「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

計基準委員会、企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）およ

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 

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9,468,241千円でありま

す。 

なお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

における中間連結貸借対照表の

純資産の部については、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。 

  

    当連結会計年度より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準

委員会、企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）および「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 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10,014,265千円であり

ます。 

なお、連結財務諸表規則の改

正により、当連結会計年度にお

ける連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の連結財

務諸表規則により作成しており

ます。 
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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18年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年12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 

   4,989,043千円      4,232,452千円   5,041,894千円

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※２．担保資産 

(1）担保提供資産 (1）担保提供資産 (1）担保提供資産 

有形固定資産  

建物及び構築物 374,985千円

土地  373,885千円

  合計  748,871千円

有形固定資産  

建物及び構築物      349,845千円

土地      373,885千円

  合計      723,731千円

有形固定資産  

建物及び構築物      361,944千円

土地      373,885千円

  合計      735,830千円

 上記有形固定資産のうち、工場財団抵

当に供している資産 

 上記有形固定資産のうち、工場財団抵

当に供している資産 

 上記有形固定資産のうち、工場財団抵

当に供している資産 

建物及び構築物 320,976千円

土地 55,438千円

合計  376,415千円

建物及び構築物      297,355千円

土地       55,438千円

合計      352,793千円

建物及び構築物      308,695千円

土地       55,438千円

合計      364,133千円

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 

  担保資産に対応する債務はありませ

ん。 

  銀行取引に係る根抵当権が設定されて

おります 

  担保資産に対応する債務はありませ

ん。 

  銀行取引に係る根抵当権が設定されて

おります 

 担保資産に対応する債務はありませ

ん。 

 銀行取引に係る根抵当権が設定されて

おります。 

※３．非連結子会社及び関連会社に対するも

のは次のとおりであります。 

※３．関連会社に対するものは次のとおりで

あります。 

※３．非連結子会社及び関連会社に対するも

のは次のとおりであります。 

投資有価証券    133,631千円 投資有価証券     125,471千円 投資有価証券     130,032千円

※４．    ───── ※４．中間期末日満期手形の処理  

 中間期末日満期手形の会計処理は手形

交換日をもって決済処理しております。

したがって当中間期末日は休日のため次

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．期末日満期手形の処理 

 期末日満期手形の会計処理は手形交換

日をもって決済処理しております。した

がって当期末日は休日のため次の期末日

満期手形が期末残高に含まれておりま

す。 

  受取手形    251,255千円

割引手形     －千円

支払手形    215,963千円

受取手形      1,036千円

割引手形     233,554千円

支払手形      85,473千円

 ５．偶発債務  ５．偶発債務  ５．偶発債務 

保証債務 3,075千円

受取手形割引高 347,810千円

保証債務      1,850千円

受取手形割引高        －千円

保証債務     2,754千円

受取手形割引高    1,530,645千円
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（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 前中間連結会計期間 （自平成18年１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 

（注）自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求に応じたものでありま

す。 

 2.配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうちの主要な

費目は下記のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうちの主要な

費目は下記のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうちの主要な

費目は下記のとおりであります。 

役員報酬及び 

給料手当 
539,708千円

賞与 146,570千円

役員賞与引当金繰

入額  

16,750千円

運送費及び保管費 78,854千円

減価償却費 24,537千円

販売手数料       13,063千円

貸倒引当金繰入額 －千円

退職給付費用      28,904千円

役員退職慰労 

引当金繰入額 
      15,000千円

賃借料       57,365千円

役員報酬及び 

給料手当 
     589,473千円

賞与     154,310千円

役員賞与引当金繰

入額  

      17,500千円

運送費及び保管費       87,661千円

減価償却費       24,213千円

販売手数料       18,006千円

貸倒引当金繰入額  －千円

退職給付費用       48,611千円

役員退職慰労 

引当金繰入額 
       1,550千円

賃借料       60,849千円

役員報酬及び 

給料手当 
   1,101,693千円

賞与      289,215千円

役員賞与引当金繰

入額  

 35,000千円

運送費及び保管費      159,281千円

減価償却費       52,203千円

販売手数料       18,349千円

貸倒引当金繰入額      1,891千円

退職給付費用       45,347千円

役員退職慰労 

引当金繰入額 
      30,000千円

賃借料      117,196千円

※２．固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。 

※２．固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。 

※２．固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。 

      

  機械装置及び運搬具   4,296千円

  工具器具及び備品 1,538千円

    建物及び構築物 604,475千円

  機械装置及び運搬具     861千円

  工具器具及び備品    1,252千円

    撤去費用 40,000千円

  建物及び構築物      161千円

  機械装置及び運搬具    4,532千円

  工具器具及び備品他    3,904千円

  
前連結会計年度末株式

数（千株） 

当中間連結会計期間増

加株式数（千株） 

当中間連結会計期間減

少株式数（千株） 

当中間連結会計期間末

株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 26,948 － － 26,948 

合計 26,948 － － 26,948 

自己株式     

普通株式 473 5 0 477 

合計 473 5 0 477 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

     （千円）

１株当たり配当金

      （円）
基準日 効力発生日 

 平成18年３月30日 

 定時株主総会 
普通株式 265,609 10 平成17年12月31日 平成18年３月31日 
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 当中間連結会計期間 （自平成19年１月１日 至平成19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 

（注）自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求に応じたものでありま

す。 

 2.配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

 前連結会計年度 （自平成18年１月１日 至平成18年12月31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 

（注）自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求に応じたものでありま

す。 

 2.配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
前連結会計年度末株式

数（千株） 

当中間連結会計期間増

加株式数（千株） 

当中間連結会計期間減

少株式数（千株） 

当中間連結会計期間末

株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 27,040 － － 27,040 

合計         

自己株式     

普通株式 479 3 － 482 

合計 479 3 － 482 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

     （千円）

１株当たり配当金

      （円）
基準日 効力発生日 

 平成19年３月29日 

 定時株主総会 
普通株式 265,609 10 平成18年12月31日 平成19年３月30日 

  
前連結会計年度末株式

数（千株） 

当連結会計年度増加株

式数（千株） 

当連結会計年度減少株

式数（千株） 

当連結会計年度末株式

数（千株） 

発行済株式     

普通株式 26,948 92 － 27,040 

合計 26,948 92 － 27,040 

自己株式     

普通株式 473 7 1 479 

合計 473 7 1 479 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

     （千円）

１株当たり配当金

      （円）
基準日 効力発生日 

 平成18年３月30日 

 定時株主総会 
普通株式 264,752 10 平成17年12月31日 平成18年３月31日 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12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 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年６月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成18年12月31日現在） 

現金及び預金勘定   2,753,169千円

現金及び現金同等物  2,753,169千円

現金及び預金勘定    3,435,391千円

預入期間が3ヶ月を超え

る定期預金 

△10,000千円

現金及び現金同等物    3,425,391千円

現金及び預金勘定    2,793,758千円

現金及び現金同等物    2,793,758千円
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（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な「有価証券」 

（当中間連結会計期間） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な「有価証券」 

  

前中間連結会計期間末（平成18年６月30日） 

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 552,563 2,068,802 1,516,239 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 552,563 2,068,802 1,516,239 

  
前中間連結会計期間末（平成18年６月30日） 

中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 178,032 

  

当中間連結会計期間末（平成19年６月30日） 

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 552,885 2,127,640 1,574,754 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 552,885 2,127,640 1,574,754 

  
当中間連結会計期間末（平成19年６月30日） 

中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 178,022 
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（前連結会計年度） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な「有価証券」 

（デリバティブ取引関係） 

（前中間連結会計期間） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外の取引はありません。 

（当中間連結会計期間） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外の取引はありません。 

（前連結会計年度） 

  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外の取引はありません。 

  

前連結会計年度（平成18年12月31日） 

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 552,713 1,963,863 1,411,149 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 552,713 1,963,863 1,411,149 

  
前連結会計年度（平成18年12月31日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 178,032 
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（セグメント情報） 

ａ．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18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

 （注）１．事業区分はその類似性により下記の区分としております。 

繊維……………純麻、麻混紡、化合繊等 

防災……………消防ホース、救助工作車、救助器具等 

不動産賃貸……ビル、ショッピングセンター等賃貸事業 

その他…………運搬機械製造、遊技場経営等 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の本社管理部門に係

る費用であります。 

前中間連結会計期間    380,750千円 

当中間連結会計期間    401,398千円 

前連結会計年度      784,988千円 

  
繊維 

（千円） 
防災 
（千円） 

不動産賃貸
（千円） 

その他 
（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 3,812,597 6,124,682 319,505 359,639 10,616,425 － 10,616,425 

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
39,903 1,310 15,600 49 56,863 (56,863) － 

 計 3,852,501 6,125,993 335,105 359,688 10,673,289 (56,863) 10,616,425 

営業費用 3,667,247 5,125,066 119,383 319,493 9,231,190 308,406 9,539,597 

営業利益 185,253 1,000,927 215,722 40,195 1,442,098 (365,270) 1,076,828 

  
繊維 

（千円） 
防災 
（千円） 

不動産賃貸
（千円） 

その他 
（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 3,437,509 5,997,415 206,687 373,423 10,015,037 － 10,015,037 

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
15,476 429 14,700 － 30,605 (30,605) － 

 計 3,452,985 5,997,845 221,387 373,423 10,045,642 (30,605) 10,015,037 

営業費用 3,289,318 5,233,097 94,936 334,984 8,952,337 369,031 9,321,368 

営業利益 163,666 764,747 126,451 38,439 1,093,305 (399,636) 693,669 

  
繊維 
（千円） 

防災 
（千円） 

不動産賃貸
（千円） 

その他 
（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 8,483,407 11,707,013 624,468 736,004 21,550,894 － 21,550,894 

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
68,874 37,706 31,200 49 137,830 (137,830) － 

 計 8,552,281 11,744,720 655,668 736,053 21,688,724 (137,830) 21,550,894 

営業費用 7,871,805 10,044,961 243,868 664,854 18,825,489 630,771 19,456,260 

営業利益 680,476 1,699,759 411,799 71,199 2,863,234 (768,601) 2,094,633 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年１月１

日 至平成19年６月30日）及び前連結会計年度（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

 前中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年１月１

日 至平成19年６月30日）及び前連結会計年度（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

 海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額 357.75円

１株当たり中間純利益      24.18円

１株当たり純資産額     376.66円

１株当たり中間純利益       5.20円

１株当たり純資産額    377.03円

１株当たり当期純利益     45.88円

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

     24.11円
潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

     5.19円
潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

     45.76円

  
前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 640,197 138,098 1,215,695 

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） 
640,197 138,098 1,215,695 

期中平均株式数（株） 26,472,951 26,559,299 26,496,983 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額（千円）          － －   －  

普通株式増加数（株） 83,728 30,526 68,770 

（うち新株予約権） (83,728) (30,526) (68,770)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

    ─── 

  

  

  ─── 

  

  

    ─── 
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５．中間個別財務諸表 
(1) 中間貸借対照表 

    
前中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年６月30日) 

対前中間
期比 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）                       

Ⅰ 流動資産                       

現金及び預金   2,405,831     2,890,258     484,426 2,590,147     

受取手形 ※４ 1,116,431     1,550,889     434,457 224,770     

売掛金   1,120,873     1,094,864     △26,008 3,180,013     

たな卸資産   1,916,719     2,023,913     107,194 2,196,757     

繰延税金資産   35,707     38,558     2,851 42,061     

その他   235,822     72,099     △163,722 108,203     

貸倒引当金   △2,238     △1,324     914 △3,975     

流動資産合計     6,829,146 53.1   7,669,259 58.8 840,113   8,337,978 58.7 

Ⅱ 固定資産                       

有形固定資産 
※１ 
※２ 

                    

建物   1,619,282     951,833     △667,449 1,581,707     

機械及び装置   248,610     274,759     26,148 225,193     

土地    835,024     835,024     － 835,024     

その他   262,665     176,014     △86,651 252,451     

有形固定資産合
計 

    2,965,583     2,237,630   △727,952   2,894,376   

無形固定資産     120,271     139,399   19,127   139,987   

投資その他の資
産 

                      

投資有価証券   2,238,889     2,297,293     58,403 2,134,141     

関係会社株式   474,452     474,452     － 474,452     

長期貸付金   171,252     174,760     3,507 175,549     

その他   60,559     57,664     △2,894 58,320     

貸倒引当金   △546     △87     459 △855     

投資その他の 
資産合計 

    2,944,607     3,004,084   59,476   2,841,607   

固定資産合計     6,030,463 46.9   5,381,114 41.2 △649,348   5,875,972 41.3 

資産合計     12,859,609 100.0   13,050,373 100.0 190,764   14,213,951 100.0 
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前中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年６月30日) 

対前中間
期比 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）                       

Ⅰ 流動負債                       

支払手形   826,257     954,502     128,245 834,913     

買掛金   464,543     466,953     2,409 1,692,968     

短期借入金   66,200     77,200     11,000 77,200     

未払法人税等   410,812     244,443     △166,369 461,461     

役員賞与引当金    16,750     17,500     750 35,000     

その他   598,031     392,637     △205,394 272,997     

流動負債合計     2,382,595 18.5   2,153,236 16.5 △229,358   3,374,540 23.8 

Ⅱ 固定負債                       

長期借入金   117,200     40,000     △77,200 78,600     

預り保証金   245,525     498,363     252,838 256,812     

繰延税金負債   775,531     627,242     △148,289 731,082     

退職給付引当金   40,156     55,108     14,952 13,990     

役員退職慰労引
当金 

  232,000     213,450     △18,550 247,000     

固定負債合計     1,410,412 11.0   1,434,164 11.0 23,752   1,327,485 9.3 

負債合計     3,793,007 29.5   3,587,401 27.5 △205,605   4,702,025 33.1 

                        

（純資産の部）             

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金    1,347,420 10.5  1,364,348 10.5 16,928  1,364,348 9.6 

２ 資本剰余金             

(1）資本準備金   720,000   736,928    736,928   

(2）その他資本剰
余金 

  1,603   1,658    1,658   

資本剰余金合計    721,603 5.6  738,586 5.7 16,982  738,586 5.2 

３ 利益剰余金             

(1）利益準備金   180,000   180,000    180,000   

(2）その他利益剰
余金 

               

配当引当積立
金 

  120,000   120,000    120,000   

圧縮記帳積立
金 

  461,411   204,023    450,316   

別途積立金   4,830,000   4,830,000    4,830,000   

繰越利益剰余
金 

  699,882   1,283,164    1,187,043   

利益剰余金合計    6,291,293 48.9  6,617,188 50.6 325,894  6,767,360 47.6 

４ 自己株式    △192,806 △1.5  △195,639 △1.5 △2,832  △193,894 △1.4 

株主資本合計    8,167,510 63.5  8,524,482 65.3 356,972  8,676,400 61.0 

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１ その他有価証券
評価差額金 

   897,576 7.0  932,203 7.1 34,627  835,481 5.9 

２ 繰延ヘッジ損益    1,515 0.0  6,285 0.1 4,770  44 0.0 

評価・換算差額等
合計 

   899,091 7.0  938,489 7.2 39,397  835,525 5.9 

純資産合計    9,066,601 70.5  9,462,972 72.5 396,370  9,511,925 66.9 

負債純資産合計    12,859,609 100.0  13,050,373 100.0 190,764  14,213,951 100.0 
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(2) 中間損益計算書 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

対前中間
期比 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    7,303,983 100.0 6,860,839 100.0 △443,144   15,077,023 100.0 

Ⅱ 売上原価    5,520,401 75.6 5,284,304 77.0 △236,096   11,512,615 76.4

売上総利益    1,783,582 24.4 1,576,534 23.0 △207,047   3,564,407 23.6

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

   945,525 12.9 962,547 14.1 17,022   1,889,773 12.5

営業利益    838,057 11.5 613,987 8.9 △224,070   1,674,634 11.1

Ⅳ 営業外収益         

受取利息及び
配当金 

  27,889   58,575  42,550 

その他   7,256 35,145 0.5 12,786 71,362 1.0 36,216 11,008 53,559 0.4

Ⅴ 営業外費用         

支払利息   5,092   4,729  9,925 

受取手形売却
損 

  3,447   2,169  8,389 

その他   545 9,085 0.2 1,636 8,536 0.0 △548 3,448 21,764 0.2

経常利益    864,117 11.8 676,813 9.9 △187,304   1,706,429 11.3

Ⅵ 特別利益         

中途解約金収 
入 

  －   153,536  － 

貸倒引当金戻
入額 

  381 381 0.0 3,112 156,648 2.3 156,267 － － －

Ⅶ 特別損失         

固定資産処分
損 

※1 4,752   646,252  7,013 

棚卸資産処分 

損 

  

  － 4,752 0.0 － 646,252 9.5 641,500 23,061 30,075 0.2

税引前中間
(当期)純利益 

   859,746 11.8 187,209 2.7 △672,536   1,676,354 11.1

法人税・住民
税及び事業税 

  401,634   242,835 △158,798 749,314 

法人税等調整
額 

  △44,974 356,659 4.9 △171,063 71,772 1.0 △126,088 △52,114 697,200 4.6

中間（当期）
純利益 

   503,086 6.9 115,436 1.7 △387,649   979,153 6.5
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(3）中間株主資本等変動計算書 

       前中間会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６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 資本準

備金 

その他
資本剰
余金 

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 配当引

当積立
金 

 圧縮記
帳積立金

別途積立
金 

繰越利益剰
余金 

平成17年12月31
日 残高 
（千円） 

1,347,420 720,000 1,514 721,514 180,000 120,000 472,902 3,830,000 1,483,556 6,086,458 △189,884 7,965,508

中間会計期間中
の変動額             

剰余金の配当        △264,752 △264,752 △264,752

固定資産圧縮
積立金の取崩
し 

       △11,491 11,491 － －

中間純利益        503,086 503,086 503,086

自己株式の取
得 

         △3,102 △3,102

自己株式の処
分 

   89 89   180 270

役員賞与の支
給 

       △33,500 △33,500 △33,500

 別途積立金
の積立  

       1,000,000 △1,000,000 － －

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） 

－ － 89 89 － － △11,491 1,000,000 △783,675 204,834 △2,921 202,002

平成18年６月30
日 残高    
（千円） 

1,347,420 720,000 1,603 721,603 180,000 120,000 461,411 4,830,000 699,882 6,291,293 △192,806 8,167,510

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額
等合計 

平成17年12月31日 残高（千円） 1,080,543 － 1,080,543 9,046,051 

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当       △264,752 

固定資産圧縮積立金の取崩し       － 

中間純利益       503,086 

自己株式の取得       △3,102 

自己株式の処分       270 

役員賞与の支給       △33,500 

別途積立金の積立        － 

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額（純額） 
△182,966 1,515 △181,451 △181,451 

中間会計期間中の変動額合計（千円） △182,966 1,515 △181,451 20,551 

平成18年６月30日 残高（千円） 897,576 1,515 899,091 9,066,601 
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       当中間会計期間（自平成19年１月１日 至平成19年６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 資本準

備金 

その他
資本剰
余金 

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 配当引

当積立
金 

 圧縮記帳
積立金 

別途積立
金 

繰越利益剰
余金 

平成18年12月31
日 残高 
（千円） 

1,364,348 736,928 1,658 738,586 180,000 120,000 450,316 4,830,000 1,187,043 6,767,360 △193,894 8,676,400

中間会計期間中
の変動額             

剰余金の配当      － △265,609 △265,609 △265,609

固定資産圧縮
積立金の取崩
し 

     － △246,293 246,293 － －

中間純利益      － 115,436 115,436 115,436

自己株式の取
得 

     － － △1,744 △1,744

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） 

     － △246,293 96,121 △150,172 △1,744 △151,917

平成19年６月30
日 残高    
（千円） 

1,364,348 736,928 1,658 738,586 180,000 120,000 204,023 4,830,000 1,283,164 6,617,188 △195,639 8,524,482

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額
等合計 

平成18年12月31日 残高（千円） 835,481 44 835,525 9,511,925 

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当       △265,609 

固定資産圧縮積立金の取崩し       － 

中間純利益       115,436 

自己株式の取得       △1,744 

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額（純額） 
96,722 6,241 102,963 102,963 

中間会計期間中の変動額合計（千円） 96,722 6,241 102,963 △48,953 

平成19年６月30日 残高（千円） 932,203 6,285 938,489 9,462,972 
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       前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年１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 

その他
資本剰
余金 

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 配当引

当積立
金 

 圧縮記
帳積立金

別途積立
金 

繰越利益剰
余金 

平成17年12月31
日 残高 
（千円） 

1,347,420 720,000 1,514 721,514 180,000 120,000 472,902 3,830,000 1,483,556 6,086,458 △189,884 7,965,508

事業年度中の変
動額             

新株の発行 16,928 16,928   16,928 － 33,856

剰余金の配当      － △264,752 △264,752 △264,752

固定資産圧縮
積立金の取崩
し 

     － △22,585 22,585 － －

当期純利益      － 979,153 979,153 979,153

自己株式の取
得 

     －   △4,426 △4,426

自己株式の処
分 

   143 143 － 416 560

役員賞与の支
給 

     － △33,500 △33,500 △33,500

 別途積立金
の積立  

     － 1,000,000 △1,000,000 － －

株主資本以外
の項目の事業
年度中の変動
額（純額) 

         

事業年度中の変
動額合計    
（千円） 

16,928 16,928 143 17,071 － － △22,585 1,000,000 △296,512 680,901 △4,009 710,891

平成18年12月31
日 残高    
（千円） 

1,364,348 736,928 1,658 738,586 180,000 120,000 450,316 4,830,000 1,187,043 6,767,360 △193,894 8,676,400

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額
等合計 

平成17年12月31日 残高（千円） 1,080,543 － 1,080,543 9,046,051 

事業年度中の変動額     

新株の発行       33,856 

剰余金の配当       △264,752 

固定資産圧縮積立金の取崩し       － 

当期純利益       979,153 

自己株式の取得       △4,426 

自己株式の処分       560 

役員賞与の支給       △33,500 

別途積立金の積立        － 

株主資本以外の項目の事業年度中の変動

額（純額） 
△245,062 44 △245,017 △245,017 

事業年度中の変動額合計（千円） △245,062 44 △245,017 465,874 

平成18年12月31日 残高（千円） 835,481 44 835,525 9,511,925 
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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 

前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (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 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

 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 

 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 

 期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定） 

時価のないもの  

 移動平均法による原価法 

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 

  移動平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

移動平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

 左に同じ 

(2）たな卸資産 

 左に同じ 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 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、賃貸用資産に係る建

物及び構築物並びに平成10年４

月１日以降取得した建物（建物

附属設備を除く）については定

額法。 

(1）有形固定資産 

 左に同じ 

(1）有形固定資産 

 左に同じ 

(2）無形固定資産 

定額法 

 なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における

見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法。 

(2）無形固定資産 

 左に同じ 

(2）無形固定資産 

 左に同じ 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 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

えて、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

 左に同じ 

(1）貸倒引当金 

 左に同じ 
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前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

（2）役員賞与引当金  

  役員に支給する賞与の支出に

備えるため、当事業年度末にお

ける支給見込額に基づき、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。   

（2）役員賞与引当金  

  左に同じ 

（2）役員賞与引当金  

 役員に支給する賞与の支出に

備えるため、当期末における支

給見込額に基づき計上しており

ます。  

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 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、

販売費及び一般管理費が16,750

千円増加し、営業利益、経常利

益および税引前中間純利益がそ

れぞれ同額減少しております。  

    ───── 

  

（会計方針の変更） 

 当事業年度より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 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、前

事業年度と同一の基準を適用し

た場合に比べて、販売費及び一

般管理費が35,000千円増加し、

営業利益、経常利益および税引

前当期純利益がそれぞれ同額減

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。 

(3）退職給付引当金 

 左に同じ 

(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

に基づき計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金に充てるた

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 

 左に同じ 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金に充てるた

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。 

４．リース取引の処理方法 

  左に同じ 

４．リース取引の処理方法 

  左に同じ 

５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 為替予約等が付されている外

貨建金銭債権債務及び外貨建予

定取引について振当処理を行っ

ております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

 左に同じ 

(1）ヘッジ会計の方法 

 左に同じ 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 為替予約は、外貨建輸入取引

の為替変動リスクをヘッジ対象

としております。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 左に同じ 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 左に同じ 

 

帝国繊維㈱（3302）平成19年12月期中間決算短信

- 36 -



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18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

(3）ヘッジ方針 

 外貨建債務に係る為替変動リ

スクを軽減する目的で為替予約

取引を行っております。 

(3）ヘッジ方針 

 左に同じ 

(3）ヘッジ方針 

 左に同じ 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 デリバティブ取引の実行にあ

たり、ヘッジ手段とヘッジ対象

に関する重要な条件がほぼ一致

しており、ヘッジ開始時及びそ

の後も継続して相場変動等を相

殺できることを確認しておりま

す。 

 また、予定取引については、

実行可能性が極めて高いかどう

かの判断を行っております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 左に同じ 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 左に同じ 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．その他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 

 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

等は相殺して流動負債のその他に

含めて表示しております。 

消費税等の会計処理 

 左に同じ 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）    

当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員

会、企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）および「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 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9,065,086千円であります。 

なお、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

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。  

  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」（企業会計基準委員会、企

業会計基準第５号 平成17年12月

９日）および「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 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9,511,881千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、改正

後の財務諸表等規則により作成し

ております。  
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度末 
（平成18年12月31日） 

※１．有形固定資産の減

価償却累計額 

千円 

4,593,291 

千円 

3,819,743 

千円 

 4,639,214 

※２．担保資産    

(1)担保提供資産    

有形固定資産 

建物・構築物 

土地 

合計 

千円 

374,985 

373,885 

748,871 

千円 

 349,845 

 373,885 

 723,731 

千円 

 361,944 

 373,885 

 735,830 

上記有形固定資産の

うち、工場財団抵当

に供している資産 
千円 千円 千円 

建物・構築物 

土地 

合計 

320,976 

55,438 

376,415 

  297,355 

55,438 

352,793 

 308,695 

 55,438 

 364,133 

(2)担保資産に対応す

る債務 

担保資産に対応する債務は

ありません。 

担保資産に対応する債務は

ありません。 

担保資産に対応する債務は

ありません。 

  

  

銀行取引に係る根抵当権が

設定されております。 

銀行取引に係る根抵当権が

設定されております。 

銀行取引に係る根抵当権が

設定されております。 

 ３．偶発債務    

(1)保証債務    当社従業員の財形貯蓄

制度による住宅ローン

に対する保証 

   当社従業員の財形貯蓄

制度による住宅ローン

に対する保証 

   当社従業員の財形貯蓄

制度による住宅ローン

に対する保証 

   千円 

 3,075 

 千円 

  1,850 

 千円 

 2,754  
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（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度末 
（平成18年12月31日） 

(2)受取手形割引高 千円 ───── 千円 

  受取手形割

引高 

     70,630   

関係会社受

取手形割引

高 

      277,180   

   

 受取手形割

引高 

    527,205 

関係会社受

取手形割引

高 

 1,003,439 

（うち関係

会社営業外

受取手形割

引高） 

  (168,337) 

※４．期末日（中間期

末日）満期手形

の処理 

───── 中間期末日満期手形の会計

処理は手形交換日をもって

決済処理しております。し

たがって当中間期末日は休

日の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。          

                     千円 

期末日満期手形の会計処理

は手形交換日をもって決済

処理しております。したが

って当期末日は休日のため

次の期末日満期手形が期末

残高に含まれております。 

  

千円 

  
 
受取手形  249,729 

割引手形    － 

受取手形 1,036  

割引手形 233,554  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１．固定資産処分損の内訳 千円 千円 千円 

  

  

    

    

機械及び装置  4,296 

工具器具備品他  456 

 合計 4,752 

  

建物 596,333 

構築物      8,124 

工具器具備品 1,794 

撤去費用 40,000 

 合計 646,252 

     

建物  161 

機械及び装置       2,837 

構築物他  4,015 

 合計       7,013 

 ２．減価償却実施額 千円 千円 千円 

有形固定資産 

無形固定資産 

 合計 

         79,548 

        8,118 

         87,666 

             83,058 

            11,704 

              94,763 

                 165,980 

               17,498 

                 183,479 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

 前中間会計期間 （自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 1.自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求に応じたものでありま

す。 

 当中間会計期間 （自平成19年１月１日 至平成19年６月30日） 

 1.自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求に応じたものでありま

す。 

 前事業年度 （自平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

 1.自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求に応じたものでありま

す。 

（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

  
前会計年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加株

式数（千株） 

当中間会計期間減少株

式数（千株） 

当中間会計期間末株式

数（千株） 

自己株式     

普通株式 473 5 0 477 

合計 473 5 0 477 

  
前会計年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加株

式数（千株） 

当中間会計期間減少株

式数（千株） 

当中間会計期間末株式

数（千株） 

自己株式     

普通株式 479 3 － 482 

合計 479 3 － 482 

  
前会計年度末株式数

（千株） 

当会計年度増加株式数

（千株） 

当会計年度減少株式数

（千株） 

当会計年度末株式数

（千株） 

自己株式     

普通株式 473 7 1 479 

合計 473 7 1 479 
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（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額     342.52円

１株当たり中間純利益    19.00円

１株当たり純資産額     356.32円

１株当たり中間純利益 4.35円

１株当たり純資産額   358.12円

１株当たり当期純利益     36.95円

潜在株式調整後1株当
たり中間純利益 

    18.94円
潜在株式調整後1株当
たり中間純利益 

     4.34円

  

潜在株式調整後1株当
たり当期純利益 

     36.86円

  
前中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 503,086 115,436 979,153 

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） 
503,086 115,436 979,153 

期中平均株式数（株） 26,472,951 26,559,299 26,496,983 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額（千円）         －  －    －   

普通株式増加数（株） 83,728 30,526 68,770 

 （うち新株予約権） (83,728) (30,526) (68,770)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

    ─── 

  

  

    ─── 

  

  

    ─── 
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