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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。 

３ 当社は平成16年５月28日開催の取締役会決議に基づき、平成16年９月30日の株式名簿及び実質株主名簿に記載されている

株主の所有普通株式１株につき３株の割合をもって株式分割を行いました。１株当たり当期純利益の計算については、期

首に分割が行われたものとして計算しています。 

４ 純資産額の算定に当たり、平成18年９月中間期から「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

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」（企業会計基準適用指針第８号）を適用

しています。 

  

回次 第29期中 第30期中 第31期中 第29期 第30期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 5,284,865 6,065,800 5,797,336 11,051,988 11,792,998

経常利益 (千円) 1,265,699 1,576,848 1,139,018 2,538,114 2,757,208

中間(当期)純利益 (千円) 745,067 887,488 645,796 1,520,502 1,354,941

純資産額 (千円) 7,556,281 8,991,163 9,765,120 8,293,324 9,358,252

総資産額 (千円) 11,024,342 11,888,913 12,334,661 12,151,255 12,431,724

１株当たり純資産額 (円) 993.95 394.23 428.17 361.25 407.90

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 102.15 38.91 28.32 65.62 56.98

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 68.5 75.6 79.2 68.3 75.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 363,413 466,064 738,119 1,030,082 2,226,374

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △923,558 △1,081,704 △57,054 △2,936,521 △1,322,528

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 2,324,925 △317,878 △281,822 2,231,816 △572,328

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 3,731,693 1,360,996 3,028,976 2,288,982 2,632,297

従業員数 
(臨時従業員平均 
雇用人数) 

(名) 246(127) 255(157) 266(151) 245(148) 257(149)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。 

３ 当社は平成16年５月28日開催の取締役会決議に基づき、平成16年９月30日の株式名簿及び実質株主名簿に記載されている

株主の所有普通株式１株につき３株の割合をもって株式分割を行いました。１株当たり当期純利益の計算については、期

首に分割が行われたものとして計算しています。また、第29期中間配当額及び第29期年間配当額は、株式分割を考慮して

記載しています。 

４ 純資産額の算定に当たり、平成18年９月中間期から「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

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」（企業会計基準適用指針第８号）を適用

しています。 

  

回次 第29期中 第30期中 第31期中 第29期 第30期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 4,725,540 5,416,686 5,257,160 10,004,352 10,531,414

経常利益 (千円) 1,204,476 1,520,497 1,129,309 2,455,554 2,653,303

中間(当期)純利益 (千円) 710,533 856,110 639,284 1,470,243 1,297,685

資本金 (千円) 2,133,177 2,133,177 2,133,177 2,133,177 2,133,177

発行済株式総数 (株) 7,602,300 22,806,900 22,806,900 22,806,900 22,806,900

純資産額 (千円) 7,436,426 8,821,971 9,560,195 8,161,156 9,158,362

総資産額 (千円) 10,778,975 11,568,522 12,031,346 11,903,558 12,086,688

１株当たり純資産額 (円) 978.18 386.81 419.18 355.46 399.14

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 97.42 37.54 28.03 63.37 54.47

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 2.50 5.00 5.00 10.00 12.00

自己資本比率 (％) 69.0 76.3 79.5 68.6 75.8

従業員数 
(臨時従業員平均 
雇用人数) 

(名) 226(124) 237(156) 244(148) 227(144) 237(147)



２ 【事業の内容】 
当社グループは、当社及び子会社２社で構成されており、プロジェクター用ランプ、大型リヤープロジェクション
テレビ（以下、ランプ方式リヤプロＴＶと言う）用ランプ、及びその他ハロゲンランプ等（一般照明用ハロゲンラン
プ、自動車用ハロゲンランプ及び一般照明用メタルハライドランプ）の製造・販売を主たる事業としています。 
(1) グループ会社別の事業内容は次のとおりです。 

  

(注) ㈱ルクス及びPEC LAMP USA CORP.は、ともに当社が発行済株式の100％を所有する連結子会社です。 

(2) 事業の系統図は、次のとおりです。 
  

 
(注) １ いずれも超高圧水銀灯でありますが、プロジェクター用ランプのごく一部はショートアークメタルハライドランプであり

ます。 

２ ハロゲンランプ：白熱電球は電球内部に窒素のような不活性ガスを封入してタングステンの蒸発を押さえており、ハロゲ

ンランプは不活性ガスに加えて、ハロゲンを封入したものです。白熱電球に比べて容積は30分の1とコンパクトで、電球

寿命も長く、より太陽光に近い明るさのランプです。 

３ メタルハライドランプ（放電灯）：ハロゲンと金属の化合物をメタルハライドと称し、発光物質として電球内に封入し、

光度を上げたものをメタルハライドランプと称します。 
  
(a) ㈱ルクスは当社からハロゲンランプ、メタルハライドランプを購入し、これを外部顧客に販売するとともに、

当社が製造していないランプを他社より仕入れて販売しています。 
また、当社は同社より仕入れた電気照明器具を当社のランプ事業として外部顧客に販売しています。 

  
(b) PEC LAMP USA CORP.は当社からハロゲンランプ、一般照明用メタルハライドランプ及びプロジェクター用ラン

プを購入し、外部顧客に販売するとともに、当社が製造していないランプを他社より仕入れて販売しています。
  

なお、当社グループの事業は、製品の種類、製造方法等の類似性から判断して同種のランプの製造、販売の事業を
行っていますので、事業の種類別セグメント情報、又は事業部門別情報の記載はしていません。 

  

会社名 所在地 主な事業内容

フェニックス電機株式会社 兵庫県 
プロジェクター用ランプ、ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプ、
その他ハロゲンランプ等の製造・販売 

株式会社ルクス 兵庫県 各種照明用ランプ及び電気照明器具の販売

PEC LAMP USA CORP. 米国 ハロゲンランプ、メタルハライドランプ等の販売 



３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員です。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人数です。なお、臨時従業員には、パートタイマ

ー、契約社員を含め、嘱託社員及び派遣社員を除いています。 

３ 当社の企業集団は、事業の種類別セグメント情報を記載していないため、製品タイプ別に記載しています。 

４ プロジェクター用ランプとランプ方式リヤプロＴＶ用ランプは、その製造工程の大部分を共通のラインで生産しており、

製品タイプ別に従業員数を分けるのが困難なため、合計従業員数で記載しています。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) １ 従業員は就業人員です。 

２ 出向者14名は含んでいません。また、従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人数です。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社及び連結子会社では、労働組合は結成されていません。労使関係は円満に推移しています。 

  

製品タイプ別 従業員数(名)

プロジェクター／ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプ 194 ( 116 ) 

その他ハロゲンランプ等 40 (  27 ) 

商品 19 (  3 ) 

全社(共通) 13 (  5 ) 

合計 266 ( 151 ) 

従業員数(名) 244( 148) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油を始めとする原材料の価格上昇による企業業績への影響が懸念

されましたが、民間設備投資の増加や個人消費の回復等により、緩やかな拡大を続けました。 

また、海外においては、中国をはじめとするBRIC’s諸国の経済は依然として順調に拡大し、米国経済も、原油価

格の上昇、個人消費の減少等の不安定要因を抱えながらも堅調に推移しました。 

このような情勢下にあって、プロジェクター市場は、廉価版を中心に業務用、学校教育用が共に堅調に増加し、

想定した通りの伸びを示しました。当中間連結会計期間におけるプロジェクター用ランプの売上数量は、前連結会

計年度下期の数量減を取り戻す勢いで増加しています（対前連結会計年度下期の20.0％増、対前中間連結会計期間

の5.7％増）が、販売単価低下の影響により、売上高は対前中間会計期間の10.0％減となりました。 

一方、ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプの数量面では対前中間連結会計期間の32.7％増となりました。しかしな

がら、大型ＴＶ市場では、プラズマテレビとの価格競争が激化したために、販売単価低下の影響により、売上高は

対前中間連結会計期間の12.5％増にとどまりました。 

利益面では、製造工程の自動化をはじめ、工程毎の作業内容の徹底した改善活動を継続して行なったことによ

り、歩留まり、作業効率を向上させ、さらに仕入先の多様化、廉価版プロジェクターに対応した新しい部材の採用

等により、コストダウンを実現し、限界利益率維持を達成しておりますが、その一方で設備増強による減価償却

費、並びに販売管理費が増加しました。 

その結果、売上高は対前中間連結会計期間比4.4％減の5,797百万円、営業利益は同比25.0％減の1,139百万円、

経常利益では同比27.8％減の1,139百万円に留まりました。 

  

(2) 事業の種類別セグメント業績 

当社グループにおきましては、製品の種類、製造方法の類似性から判断して同種単一のランプ事業を行っています

ので、事業の種類別セグメント情報に代えて製品タイプ別に記載しています。 
  

製品タイプ別 
売上高
(千円) 

前年同期比
(％) 

構成比 
(％) 

プロジェクター用ランプ 3,595,183 90.0 62.0 

ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプ 981,435 112.5 16.9 

その他ハロゲンランプ等 679,864 118.6 11.7 

商品 540,853 86.3 9.3 

合計 5,797,336 95.6 100.0 



(注) 「その他ハロゲンランプ等」の売上高の内訳は次のとおりです。 

  

  

また、所在地別セグメントの業績は、全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を

超えているため、記載を省略しています。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、全体として前連結会計年度に比べ

396,679千円増加の3,028,976千円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプの売上（対前中間連結会計期間の12.5％増）は堅調に推移しましたが、プロジ

ェクター用ランプの販売数量は増加（対前中間連結会計期間の5.7％増）したものの、販売単価の下落により売上高

は前中間連結会計期間を10.0％下回りました。その結果、税金等調整前中間純利益は1,126,920千円（前中間連結会

計期間においては1,511,580千円）となりました。減価償却費の計上370,407千円、法人税等の支払額539,548千円等

により営業活動によるキャッシュ・フローは738,119千円の増加となりました。（前中間連結会計期間においては

466,064千円の増加） 

  

（投資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・フローは、露光装置用ランプ開発設備ならび検査設備の購入等により57,054千円の

減少となりました。（前中間連結会計期間においては1,081,704千円の減少） 

  

（財務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・フローは、配当金の支払及び借入金の返済等により、281,822千円の減少となりまし

た。（前中間連結会計期間においては317,878千円の減少） 

  

  

製品タイプ別 金額（千円） 前年同期比（％） 

一般照明用ハロゲンランプ 458,266 125.8 

自動車用ハロゲンランプ 203,779 110.9 

一般照明用メタルハライドランプ 17,818 69.6 

合計 679,864 118.6 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

  

(注) １ 金額は、販売価格によっています。 

２ 金額には、消費税等は含まれていません。 

３ 「その他ハロゲンランプ等」の生産実績の内訳は次のとおりです。 

  

(2) 仕入実績 

  

(注) １ 金額には、消費税等は含まれていません。 

２ 金額は、仕入原価によっています。 

３ 商品については、取扱品目が多品種にわたり、区分して表示することが困難なため一括で表示しています。 

  

(3) 受注実績 

当社の企業集団は、短納期見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

区分 金額(千円) 前年同期比(％) 

プロジェクター用ランプ 3,473,335 89.1 

ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプ 931,933 96.5 

その他ハロゲンランプ等 589,150 113.7 

合計 4,994,420 92.8 

製品タイプ別 金額（千円） 前年同期比（％） 

一般照明用ハロゲンランプ 367,633 111.6 

自動車用ハロゲンランプ 207,649 120.5 

一般照明用メタルハライドランプ 13,867 84.3 

合計 589,150 113.7 

区分 金額(千円) 前年同期比(％) 

商品 442,103 98.9 

合計 442,103 98.9 



(4) 販売実績 

  

(注) １ 金額には、消費税等は含まれていません。 

２ 「その他ハロゲンランプ等」の売上高の内訳は次のとおりです。 

３ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

  

  

(注) １ FUNAI ELECTRIC (HK) LTDは、船井電機株式会社の資材調達窓口で、船井電機株式会社は製造した全ての製品

をINFOCUS CORPORATION(以下、インフォーカス社)にＯＥＭ販売しています。上記得意先以外の外注加工委託

先を含めた実質的なインフォーカス社への販売実績は、下記のとおりです。 

  

区分 金額(千円) 前年同期比(％) 

プロジェクター用ランプ 3,595,183 90.0 

ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプ 981,435 112.5 

その他ハロゲンランプ等 679,864 118.6 

商品 540,853 86.3 

合計 5,797,336 95.6 

製品タイプ別 金額（千円） 前年同期比（％） 

一般照明用ハロゲンランプ 458,266 125.8 

自動車用ハロゲンランプ 203,779 110.9 

一般照明用メタルハライドランプ 17,818 69.6 

合計 679,864 118.6 

相手先 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

FUNAI ELECTRIC (HK) LTD 1,176,506 19.4 1,388,363 23.9

株式会社トーメン 758,223 12.5 － －

株式会社ピーピーエル － － 838,298 14.5

TOSHIBA INTERNATIONAL 
PROCUREMENT HONGKONG LTD 

－ － 615,034 10.6

相手先 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

INFOCUS CORPORATION 311 0.0 1,176 0.0 

FLEXTRONICS (M) SDN BHD 83,268 1.4 － － 

ARROW ELECTRONICS INC. 172,062 2.8 － － 

FOXCONN 47,704 0.8 311,799 5.4 

South Mountain Technologies 1,107 0.0 1,127 0.0 

船井電機株式会社 － － 4,348 0.1 



2 株式会社ト－メン及び株式会社ピーピーエルはシャープ株式会社の子会社への仲介商社です。上記を含め実質的

なシャープ株式会社への販売実績は、前中間連結会計期間において870,028千円(割合14.3%)、当中間連結会計期

間において895,896千円(割合15.5%)となっています。 

3 TOSHIBA INTERNATIONAL PROCUREMENT HONGKONG LTDは、株式会社東芝の子会社で、同社も含め、株式会社

東芝への実質的な販売実績は、前中間連結会計期間において1,074,693千円(割合17.7%)、当中間連結会計期間に

おいて1,212,822千円(割合20.9%)となっています。 

３ 【対処すべき課題】 

今後、当社グループの主要市場であるプロジェクター市場においては、業務用、教育用、家庭用の需要は拡大す

るものと予想はしておりますが、価格競争激化の流れはプロジェクター用ランプに及ぶことは必定であり、またテ

レビ市場においても、大画面化、低価格化によるメーカー間の競争は熾烈を極めるものと思われます。 

こうした情況下で、当社グループは、引続き事業の集中と選択を鮮明にして経営資源を投入し、経営基盤の強化

と事業の持続的な発展を図ります。 

さらに、株主をはじめ、顧客、仕入先、従業員、地域社会等のステークホルダーに報いるため、グループ一丸と

なって業績の伸張に努めるとともに、企業価値の増大と企業としての社会的責任を果たすために、次の課題に積極

果敢に取り組んでまいります。 

  

① 営業、技術、生産、調達部門の連携によるコスト対応力の強化 

② 高性能（長寿命、高輝度）、高信頼性等顧客ニーズを先取りしたランプの開発 

③ 新規事業（露光装置用ランプ）の構築と事業展開 

④ 新たに制定した「内部統制システムの基本方針」に基づく体制の確立と具体策の実施 

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

  



５ 【研究開発活動】 

当社グループは、プロジェクター用光源、ランプ方式リヤプロＴＶ用光源を中心に製品開発、生産技術開発を行

っています。 

当社の研究開発スタッフは補助作業者も含め48名(役員は除き、派遣社員を含む)で、その構成は、放電灯をメイ

ンとした第一技術部35名(内９名は派遣社員)とハロゲンランプをメインとした第二技術部13名（内３名は派遣社

員）です。 

当中間連結会計期間における研究開発費の総額は、156,537千円(人件費109,681(補助作業者は除く)、減価償却

費12,705千円、その他購入部材等34,151千円)となっています。 

超高圧水銀灯(ＳＨＰ)関連に経営資源を集中し、次の開発に取り組んでいます。 

① 要素技術の開発 

* 金属リフレクターの反射率向上、紫外線、熱線カット機能付加に関する基礎研究開発 

* 超小型プロジェクター用ランプの更なる小型化を実現するための基礎研究開発 

* 長寿命を目的とした、電極素材、処理及びランプ構成部品素材に関わる要素技術開発 

* ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプの長寿命化に関わる、設計要素の基礎研究 

* ランプ方式リヤプロＴＶの画像処理に関わる、ランプの駆動の基礎研究 

* 超高圧水銀灯（ＳＨＰ）の露光用光源としての出力改善に関する基礎研究開発 

② ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプにおいては、より一層効率の良い高出力、長寿命で信頼性が高い製品の開

発、プロジェクター用ランプにおいては、ＳＨＰ275Ｗ、310Ｗの省エネを目的とした高効率化に重点をおいた製

品開発 

* 新機種 完全密封型ランプ方式リヤプロＴＶ用ＳＨＰ150Ｗのコストダウンモデル開発。 

* 新機種 リヤプロＴＶ及びフロントプロジェクター画像高精細化の取り組みとして、パルス任意発生可能な

バラストシステムの開発。 

* 新機種 フロントプロジェクター用高効率ＳＨＰ275Ｗの開発（10％省エネ） 

* 新機種 フロントプロジェクター用高効率ＳＨＰ310Ｗの開発（10％省エネ） 

* 新機種 高輝度大型フロントプロジェクター用長寿命ＳＨＰ375Ｗの開発（4000時間目標） 

* 新機種 超小型フロントプロジェクター用ＳＨＰ60Ｗの開発 

* 新機種 露光用超高圧水銀灯210Ｗランプの開発及び、当該ランプを複数個使用した露光装置の開発 

③ 周辺基礎技術、生産技術 

以下の分野を継続して取り組んでいます。 

* ガラス、電極材料の研究 

* ランプ駆動用バラストの性能向上 

* より耐圧性能の高いシール技術の開発 

* リフレクター最適設計技術の開発 

* 産学共同プロジェクト 

 ・水銀レス高効率光源の基礎研究開発を継続しております（愛媛大学） 

 ・有機ＥＬ光源の基礎研究開発を継続しております（名古屋大学） 

 ・ＳＨＰの長寿命化、品質安定化を目的として、放電灯の点灯中における石英ガラスの挙動に関する基礎研

究を開始いたしました。（福井大学） 

  

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において主要な設備に異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等のうち、当中間連結会計期間

において完了したものは、次のとおりです。 
平成18年９月30日現在 

(注) 1.金額には消費税等は含んでいません。 

 2.業務の区分のプロジェクター用ランプの製造には、プロジェクター用ランプ以外にランプ方式リヤプロＴＶ用ランプの製造
を含めて記載しています。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

業務の
区分 

設備の
内容 

投資額
(千円) 

完了年月
完成後の 
増加能力 

提出会社 

本社工場 

兵庫県姫路市 

プロジェクター
用ランプの製造 

省力化及び新製品
用設備 6,392 平成18月９月 ― 

技術開発設備 試作品製造及び
測定機器 6,239 平成18月９月 ― 

品質管理 品質検査設備 6,555 平成18月７月 ― 

第２工場 

兵庫県姫路市 
プロジェクター

用ランプの製造 
省力化及び新製
品用設備 9,452 平成18月７月 ― 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 59,400,000 

計 59,400,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月15日)

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 22,806,900 22,806,900
東京証券取引所市場第一部
ジャスダック証券取引所 

― 

計 22,806,900 22,806,900 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成18年9月30日 ― 22,806,900 ― 2,133,177 ― 2,563,867



(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

（注）１ 第一勧業アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である、富士投信投資顧問株式会社から、平成18年１月13日

付で提出された大量保有報告書により同日現在でそれぞれ以下の通り株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当

社として中間期末時点における所有株式の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に 
対する所有株式数 
の割合(％) 

中村雅哉 東京都大田区 6,350 27.84 

日本トラステイ・サービス信託銀

行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海１丁目８番11号 583 2.55 

ゴールドマン・サツクス・インタ

ーナシヨナル（常任代理人ゴール

ドマン・サツクス証券会社東京支

店） 

東京都港区六本木６丁目10番１号六本
木ヒルズ森タワー 

386 1.69 

エスアイエス セガ インターセ

トル エージー（常任代理人㈱三

菱東京ＵＦＪ銀行カストデイ業務

部） 

東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 334 1.46 

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 293 1.28 

ジエーピーモルガンチエース シ

ーアールイーエフ ジヤスデツク 

レンデインク アカウント（常任

代理人㈱三菱東京ＵＦＪ銀行カス

トデイ業務部） 

東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 253 1.11 

クレデイエツトバンク エスエイ 

ルクセンブルジヨワーズ シリウ

ス フアンド ジヤパン オパチユ

ニテイズ サブ フアンド（常任代

理人㈱みずほコーポレート銀行兜

町証券決済業務部） 

東京都中央区日本橋兜町６番７号 250 1.09 

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２丁目２番２号 239 1.05 

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 225 0.98 

中央三井信託銀行株式会社（常任

代理人日本トラステイ・サービス

信託銀行株式会社） 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 222 0.97 

計 ― 9,138 40.07 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（千株） 

株券保有割合 

（％） 

第一勧業アセットマネジメ

ント株式会社 

東京都千代田区有楽町１丁目７番１号 
31 0.14 

富士投信投資顧問株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 740 3.24 



（注）２ ゴールドマン・サツクス・ジャパン・リミテッド及びその共同保有者である、ゴールドマン・サツクス・インターナショ

ナルから、平成17年12月13日付で提出された大量保有報告書により同日現在でそれぞれ以下の通り株式を保有している旨の

報告を受けておりますが、当社として中間期末時点における所有株式の確認ができませんので、上記大株主の状況には含め

ていません。 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

(注) 1.「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式1,100株（議決権の数11個）が含まれてい

ます。 

2.単元未満株式には、自己株式99株が含まれています。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 平成18年４月30日以前は、東京証券取引所市場第二部におけるもので、平成18年５月１日以降は、東京証券取引所市場第一

部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（千株） 

株券保有割合 

（％） 

ゴールドマン・サツクス・

ジャパン・リミテッド（常

任代理人ゴールドマン・サ

ツクス証券会社東京支店） 

東京都港区六本木６丁目１０番１号六
本木ヒルズ森タワー 

56 0.25 

ゴールドマン・サツクス・

インターナシヨナル（常任

代理人ゴールドマン・サツ

クス証券会社東京支店） 

東京都港区六本木６丁目１０番１号六
本木ヒルズ森タワー 

286 1.25 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己株式) 

  
― ― 

完全議決権株式(その他) 
(普通株式) 

22,806,500
228,065

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

単元未満株式 
（普通株式） 

400 
― ― 

発行済株式総数 22,806,900 ― ― 

総株主の議決権 ― 228,065 ― 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 1,280 1,219 880 850 839 817

最低(円) 1,100 865 739 710 750 746



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で)及び当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)並びに前中間会計期間(平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表について、大和監査法人により中間監査を受けています。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

    前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金    1,360,996 3,028,976   2,632,297 

２ 受取手形及び売掛金 ※３  3,412,319 2,850,631   2,904,265 

３ たな卸資産    1,401,658 1,208,780   1,261,579 

４ 繰延税金資産    131,753 243,253   326,196 

５ その他    246,156 283,360   244,153 

貸倒引当金    △8,730 △7,687   △6,167 

流動資産合計    6,544,153 55.0 7,607,314 61.7   7,362,323 59.2

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産          

(1) 建物及び構築物 ※１  1,376,361 1,302,942   1,355,548 

(2) 機械装置 
  及び運搬具 ※1,2  1,769,824 2,033,553   2,302,246 

(3) 土地    1,001,437 1,001,437   1,001,437 

(4) 建設仮勘定    819,079 32,830   10,817 

(5) その他 ※１  114,024 119,043   124,361 

有形固定資産合計    5,080,727 42.7 4,489,807 36.4   4,794,411 38.6

２ 無形固定資産    13,235 0.1 10,679 0.1   11,740 0.1

３ 投資その他の資産          

(1) 繰延税金資産    16,570 21,027   17,081 

(2) その他    237,485 210,051   250,795 

  貸倒引当金    △3,259 △4,218   △4,628 

投資その他の資産 
合計    250,796 2.1 226,860 1.8   263,248 2.1

固定資産合計    5,344,759 45.0 4,727,347 38.3   5,069,400 40.8

資産合計    11,888,913 100.0 12,334,661 100.0   12,431,724 100.0

           



  

    前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形及び買掛金 ※３  754,864 692,104   731,054 

２ １年以内返済予定 
  長期借入金    170,020 249,040   244,920 

３ 未払法人税等    591,601 404,260   558,592 

４ 賞与引当金    159,236 140,774   225,244 

５ その他 ※２  382,983 577,626   662,715 

流動負債合計    2,058,705 17.3 2,063,805 16.7   2,422,526 19.5

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金    703,420 379,480   504,000 

２ 長期未払金    ― 123,888   ― 

３ 繰延税金負債    1,424 1,166   2,213 

４ 役員退職慰労引当金    132,999 ―   143,532 

５ その他    1,200 1,200   1,200 

固定負債合計    839,044 7.1 505,735 4.1   650,945 5.2

負債合計    2,897,749 24.4 2,569,540 20.8   3,073,471 24.7

           

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    2,133,177 17.9 ― ―   2,133,177 17.2

Ⅱ 資本剰余金    2,563,867 21.6 ― ―   2,563,867 20.6

Ⅲ 利益剰余金    4,217,104 35.5 ― ―   4,570,522 36.8

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    79,510 0.7 ― ―   88,361 0.7

Ⅴ 為替換算調整勘定    △2,495 △0.0 ― ―   2,323 0.0

資本合計    8,991,163 75.6 ― ―   9,358,252 75.3

負債及び資本合計    11,888,913 100.0 ― ―   12,431,724 100.0

           



  

    前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金    ― 2,133,177   ― 

２ 資本剰余金    ― 2,563,867   ― 

３ 利益剰余金    ― 5,001,340   ― 

４ 自己株式    ― △79   ― 

株主資本合計    ― ― 9,698,305 78.6   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― 65,967   ― 

２ 為替換算調整勘定    ― 847   ― 

評価・換算差額等 
合計    ― ― 66,815 0.5   ― ―

純資産合計    ― ― 9,765,120 79.2   ― ―

負債純資産合計    ― ― 12,334,661 100.0   ― ―

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    6,065,800 100.0 5,797,336 100.0   11,792,998 100.0

Ⅱ 売上原価    3,688,674 60.8 3,668,818 63.3   7,276,693 61.7

売上総利益    2,377,126 39.2 2,128,518 36.7   4,516,304 38.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  858,234 14.1 989,159 17.1   1,842,162 15.6

営業利益    1,518,892 25.0 1,139,358 19.7   2,674,142 22.7

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息   444   643 1,217   

２ 受取配当金   262   412 262   

３ 為替差益   72,869   3,735 102,899   

４ 雑収入   4,572 78,148 1.3 2,689 7,479 0.1 8,148 112,527 1.0

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息   6,680   4,725 12,225   

２ 投資有価証券評価損   －   586 －   

３ コミットメントライ
ン関連手数料   1,500   2,508 5,149   

４ 上場関連費用   12,000   － 12,000   

５ 雑損失   12 20,192 0.3 － 7,820 0.1 86 29,461 0.2

経常利益    1,576,848 26.0 1,139,018 19.6   2,757,208 23.4

Ⅵ 特別利益          

１ 貸倒引当金戻入益 
  

3,166 3,166 0.1 1,275 1,275 0.0 2,717 2,717 0.0

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産除却損 ※２ 2,306   1,814 3,165   

２ 減損損失 ※３ 25,064   － 25,064   

３ 棚卸資産廃棄損   1,253   － 1,406   

４ クレーム補償費用 ※４ －   － 383,474   

５ 役員退職慰労引当金 
  繰入額   39,809   － 39,809   

６ 役員退職慰労金   － 68,434 1.1 11,558 13,373 0.2 － 452,921 3.8

税金等調整前 
中間(当期)純利益    1,511,580 24.9 1,126,920 19.4   2,307,003 19.6

法人税、住民税 
及び事業税   582,083   386,781 1,111,712   

法人税等調整額   42,008 624,091 10.3 94,342 481,124 8.3 △159,651 952,061 8.1

中間(当期)純利益    887,488 14.6 645,796 11.1   1,354,941 11.5

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 2,563,867 2,563,867

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末) 
残高 

2,563,867 2,563,867

   

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 3,554,967 3,554,967

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 中間(当期)純利益 887,488 887,488 1,354,941 1,354,941

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金 171,051 285,086  

２ 役員賞与 
(うち、監査役賞与) 

54,300
(5,430)

225,351
54,300
( 5,430)

339,386

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
残高 

4,217,104 4,570,522

   



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

項目 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,133,177 2,563,867 4,570,522 － 9,267,567 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当 － － △159,648 － △159,648 

 利益処分による役員賞与 － － △55,330 － △55,330 

 中間純利益 － － 645,796 － 645,796 

 自己株式の取得 － － － △79 △79 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

－ － 430,817 △79 430,737 

平成18年９月30日残高(千円) 2,133,177 2,563,867 5,001,340 △79 9,698,305 

項目 

評価・換算差額等 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(千円) 88,361 2,323 90,685 9,358,252 

中間連結会計期間中の変動額         

 剰余金の配当 － － － △159,648 

 利益処分による役員賞与 － － － △55,330 

 中間純利益 － － － 645,796 

 自己株式の取得 － － － △79 

 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) △22,393 △1,476 △23,869 △23,869 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △22,393 △1,476 △23,869 406,867 

平成18年９月30日残高(千円) 65,967 847 66,815 9,765,120 



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

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

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 1,511,580 1,126,920 2,307,003

２ 減価償却費  304,196 370,407 681,818

３ 減損損失  25,064 ― 25,064

４ 役員退職慰労引当金の 
増加額(△：減少額) 

 50,110 △143,532 60,642

５ 賞与引当金の増加額 
(△：減少額) 

 △62,954 △84,469 3,052

６ 貸倒引当金の増加額 
(△：減少額) 

 △2,050 1,110 △3,244

７ 受取利息及び受取配当金  △706 △1,055 △1,479

８ 支払利息  6,680 4,725 12,225

９ 投資有価証券評価損益  △1,005 586 －

10 固定資産除却損  2,306 1,814 3,165

11 売上債権の減少額 
(△：増加額) 

 △559,346 53,634 △51,291

12 たな卸資産の減少額  132,442 52,799 272,521

13 未収入金の減少額 
(△：増加額) 

 44,297 △24,486 18,614

14 仕入債務の増加額 
(△：減少額) 

 136,794 △38,950 112,985

15 未払金の増加額 
(△：減少額) 

 △27,052 △85,123 402,156

16 長期未払金の増加額  － 123,888 －

17 利益処分による役員賞与  △54,300 △55,330 △54,300

18 その他  △59,716 △21,721 △15,112

小計  1,446,339 1,281,218 3,773,822

19 利息及び配当金の受取額  706 1,055 1,479

20 利息の支払額  △6,358 △4,606 △11,903

21 法人税等の支払額  △974,622 △539,548 △1,537,023

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 466,064 738,119 2,226,374



  

  

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

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

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 

  

１ 有形固定資産の取得 
による支出 

 △1,081,409 △56,841 △1,321,565

２ その他  △294 △212 △962

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,081,704 △57,054 △1,322,528

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 長期借入金の返済 
による支出 

 △124,520 △120,400 △249,040

２ 割賦未払金の返済 
による支出 

 △22,306 △1,694 △38,202

３ 自己株式の取得による支出  － △79 －

４ 配当金の支払額  △171,051 △159,648 △285,086

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △317,878 △281,822 △572,328

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 5,531 △2,563 11,795

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増加額(△：減少額) 

 △927,986 396,679 343,314

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 2,288,982 2,632,297 2,288,982

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 1,360,996 3,028,976 2,632,297



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

 子会社２社の全てを連結

しています。 

 子会社の名称 

  株式会社ルクス 

  PEC LAMP USA CORP. 

同左 同左 

２ 持分法の適用に関

する事項 

 関連会社はありません。 同左 同左 

３ 連結子会社の中間

決算日(事業年度)等

に関する事項 

 連結子会社の中間決算日

は、２社ともに６月30日で

す。 

 中間連結財務諸表の作成

に当たっては、同中間決算

日現在の中間財務諸表を使

用し、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整

を行っています。 

同左  連結子会社の決算日は、

２社ともに12月31日です。 

 連結財務諸表の作成に当

たっては、同決算日現在の

財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必

要な調整を行っています。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

 (1) 重要な資産の評

価基準及び評価方

法 

イ 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間連結決算期末

日の市場価格等に

基づく時価法(評

価差額は部分資本

直入法により処理

し、売却原価は移

動平均法により算

定) 

イ 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間連結決算期末

日の市場価格等に

基づく時価法(評

価差額は部分純資

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) 

イ 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算期末日の市場

価格等に基づく時

価法(評価差額は

部分資本直入法に

より処理し、売却

原価は移動平均法

により算定) 

     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 

  ロ デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

  時価法 

ロ デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

同左 

ロ デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

同左 

  ハ たな卸資産 

  当社及び在外連結子会

社は総平均法による原価

法を、また国内連結子会

社は先入先出法による原

価法を採用しています。 

ハ たな卸資産 

同左 

ハ たな卸資産 

同左 



  

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却の

方法 

イ 有形固定資産 

  当社及び国内連結子会

社は定率法によってお

り、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

基準によっています。 

  また、在外連結子会社

は定額法によっており、

耐用年数及び残存価額に

ついては当該国の会計基

準の規定に基づいていま

す。 

  ただし、当社及び国内

連結子会社は平成10年４

月１日以降に取得した建

物(建物附属設備は除く)

については、法人税法に

定める定額法を採用して

います。 

イ 有形固定資産 

同左 

イ 有形固定資産 

同左 

  

    なお、主な耐用年数は

次の通りです。 

  建物及び構築物 

７～38年 

  機械装置及び運搬具 

４～12年 

  なお、主な耐用年数は

次の通りです。 

  建物及び構築物 

７～38年 

  機械装置及び運搬具 

４～15年 

  なお、主な耐用年数は

次の通りです。 

  建物及び構築物 

７～38年 

  機械装置及び運搬具 

４～12年 

  ロ 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェ

アについては、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

います。 

ロ 無形固定資産 

同左 

ロ 無形固定資産 

同左 

 (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

失に備えるため、回収不

能見込額を計上していま

す。 

 ａ 一般債権 

   貸倒実績率法によっ

ています。 

 ｂ 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

   財務内容評価法によ

っています。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  

  

  

 ａ 一般債権 

同左 

  

 ｂ 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

同左 

イ 貸倒引当金 

同左 

  

  

  

 ａ 一般債権 

同左 

  

 ｂ 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

同左 



  

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ロ 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出にあてるた

め、当中間期に負担すべ

き支給見込額を計上して

います。 

ロ 賞与引当金 

同左 

ロ 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出にあてるた

め、当期に負担すべき支

給見込額を計上していま

す。 

  ハ 役員退職慰労引当金 

  当社の役員の退職慰労

金の支出に備えるため、

当社の役員退職慰労金規

程に基づく中間連結会計

期間末要支給額を計上し

ています。 

ハ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の

支出に備えるため、当

社は内規に基づく要支

給額を計上しておりま

したが、平成18年６月

23日開催の定時株主総

会の日をもって役員退

職慰労金制度を廃止い

たしました。これに伴

い、これまでの在任期

間中の職務遂行の対価

部分相当額を退職慰労

金として打切り支給す

ることが同株主総会に

おいて、承認可決され

ました。 

これにより中間連結

会計期間において、役

員退職慰労引当金を全

額取崩し、打切り支給

額の未払分123,888千円

については、固定負債

の「長期未払金」に計

上しています。 

ハ 役員退職慰労引当金 

  当社の役員の退職慰労

金の支出に備えるため、

当社の役員退職慰労金規

程に基づく期末要支給額

を計上しています。 

 (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

います。 

同左 同左 



  

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (5) 重要なヘッジ会

計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについ

て、特例要件を満たして

いるため、特例処理を採

用しています。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  ②ヘッジの手段と対象 

ヘッジの手段 

 金利スワップ 

ヘッジの対象 

 借入金の利息 

②ヘッジの手段と対象 

同左 

②ヘッジの手段と対象 

同左 

  ③ヘッジの方針 

借入金の金利変動リス

クを回避する目的で、金

利スワップ取引によりキ

ャッシュ・フローヘッジ

を行っています。 

③ヘッジの方針 

同左 

③ヘッジの方針 

同左 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

以下の条件を満たす金

利スワップを締結してい

ます。 

  Ⅰ 金利スワップの想

定元本と長期借入

金の元本が一致し

ている。 

  Ⅱ 金利スワップと長

期借入金の契約期

間及び満期が一致

している。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

    Ⅲ 長期借入金の変動

金利のインデック

スと金利スワップ

で受払される変動

金利のインデック

スが、ＴＩＢＯＲ

＋０．４３％で一

致している。 

  Ⅳ 長期借入金と金利

スワップの金利改

定条件が一致して

いる。 

  Ⅴ 金利スワップの受

払条件がスワップ

期間を通して一定

である。 

    

   よって、金利スワップは

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

います。 

  

   よって、金利スワップは

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いま

す。 



  

  

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (6) その他中間連結

財務諸表(連結財

務諸表)作成のた

めの重要な事項 

イ 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式

によっています。 

  なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺の

うえ、中間連結貸借対照

表上、流動資産の「その

他」に含めて表示してい

ます。 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

イ 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費

税の会計処理は、税抜方

式によっています。 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

フロー計算書)にお

ける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっていま

す。 

同左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっています。 



会計処理の変更 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間連結会計期間より、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」

（企業会計基準適用指針第6号 平

成15年10月31日）を適用していま

す。 

これにより税金等調整前中間純利

益は、25,064千円減少しています。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除

しています。 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度より、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

会計基準適用指針第6号 平成15年

10月31日）を適用しています。 

これにより税金等調整前当期純利

益は、25,064千円減少しています。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

います。 

――― 

  

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しています。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は9,765,120千円で

す。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成していま

す。 

――― 



  

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準の一部改正) 

当中間連結会計期間から、改正後

の「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 最終改正平成18年８月11

日 企業会計基準第１号）及び「自

己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 最終改正平成18年８

月11日 企業会計基準適用指針第２

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。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

――― 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,063,482千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,796,416千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,433,096千円 

※２ 担保に供している資産と、こ

れに対応する債務は次の通りで

す。 

  

担保に供している資産 

科目 金額(千円) 

機械装置及び運搬具 43,092 

――― ※２ 担保に供している資産と、こ

れに対応する債務は次の通りで

す。 

  

担保に供している資産 

科目 金額(千円) 

機械装置及び運搬具 25,757 

対応する債務 

科目 金額(千円) 

流動負債―その他 
(割賦未払金) 

17,589 

  
対応する債務 

科目 金額(千円) 

流動負債―その他 
(割賦未払金) 

1,694 

――― ※３ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してい

ます。 

なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれています。 

受取手形  10,715千円 

支払手形  45,210千円 

――― 



(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な科目及び金額は次の通り

です。 

荷造・運搬費 47,636千円

役員報酬 47,682千円

従業員給与 198,854千円

賞与引当金 

繰入額 
55,689千円

退職給付費用 5,819千円

その他の 

人件費 
52,661千円

支払手数料 59,847千円

減価償却費 35,623千円

研究開発費 120,522千円

その他 233,897千円

計 858,234千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

です。 

荷造・運搬費 68,658千円

役員報酬 80,081千円

従業員給与 213,320千円

賞与引当金 

繰入額 
45,735千円

退職給付費用 5,952千円

その他の 

人件費 
51,421千円

支払手数料 66,513千円

減価償却費 34,792千円

研究開発費 176,789千円

その他 245,894千円

計 989,159千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

です。 

荷造・運搬費 119,206千円

役員報酬 98,540千円

従業員給与 415,146千円

賞与引当金 

繰入額 
101,390千円

退職給付費用 11,189千円

その他の 

人件費 
114,913千円

支払手数料 117,519千円

減価償却費 71,658千円

研究開発費 285,444千円

交際費 85,702千円

その他 421,450千円

計 1,842,162千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

通りです。 

構築物除却損 2,164千円

機械装置及び 

運搬具除却損 
141千円

計 2,306千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

通りです。 

機械装置及び

運搬具除却損
1,814千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

通りです。 

建物及び 

構築物除却損 
2,164千円

機械装置及び

運搬具除却損 
1,001千円

計 3,165千円

※３ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、当

社グループは、下記の遊休土地につ

いて減損損失を計上しました。 

  

 従来、休止固定資産としていまし

た上記土地は、将来使用する見込み

がなくなったことから売却予定地と

しましたが、地価が著しく下落して

いるため、減損損失を認識いたしま

した。 

なお、当該土地の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、

不動産鑑定士からの不動産鑑定評価

額に基づいて評価しております。 

場所 兵庫県加西市 

用途 遊休（売却予定地） 

種類 土地 

金額 25,064千円 

――― ※３ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グ

ループは、下記の遊休土地について

減損損失を計上しました。 

  

 従来、休止固定資産としていまし

た上記土地は、将来使用する見込み

がなくなったことから売却予定地と

しましたが、地価が著しく下落して

いるため、減損損失を認識いたしま

した。 

なお、当該土地の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、

不動産鑑定士からの不動産鑑定評価

額に基づいて評価しております。 

場所 兵庫県加西市 

用途 遊休（売却予定地） 

種類 土地 

金額 25,064千円 



  

  

  

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りです。 

単元未満株式の買取りによる増加    99株 

  
  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

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

  

次へ 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

――― ――― ※４ クレーム補償費用 

当社グループが平成18年３月期の

売上計上した製品ランプの一部に

ついて、特定の使用条件下で品質

基準を満たさないことが判明しま

した。当社グループとしては専門

メーカーとして技術的責任がある

ものと判断し、交換費用等の一部

を負担することで顧客と協議の上

合意しました。これに伴う損失額

383,474千円をクレーム補償費用と

して特別損失に計上しました。 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 22,806,900 － － 22,806,900 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) － 99 － 99 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月23日
定時株主総会 

普通株式 159,648 7.00 平成18年3月31日 平成18年6月26日 

決議 株式の種類 配当の原資 
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11月15日
取締役会 

普通株式 利益剰余金 114,034 5.00 平成18年9月30日 平成18年12月11日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

(リース取引関係) 

該当事項はありません。 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 現金及び現金同等物の中間連結会

計期間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 

(平成17年９月30日) 

現金及び預金勘定 1,360,996千円

現金及び現金同等物 1,360,996千円

 現金及び現金同等物の中間連結会

計期間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 

(平成18年９月30日) 

現金及び預金勘定 3,028,976千円

現金及び現金同等物 3,028,976千円

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

  

(平成18年３月31日) 

現金及び預金 2,632,297千円

現金及び現金同等物 2,632,297千円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

有価証券 

１ 時価のある有価証券 

  

  

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

  

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

有価証券 

１ 時価のある有価証券 

  

  

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

  

  

区分 
取得原価
(千円) 

中間連結貸借対照表
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券  

 ① 株式 23,344 157,200 133,856

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

 非上場外国株式 21,624 

区分 
取得原価
(千円) 

中間連結貸借対照表
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券  

 ① 株式 23,344 134,400 111,056

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

 非上場外国株式 21,624 



前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

有価証券 

１ 時価のある有価証券 

  

  

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っていますが、いずれもヘッジ会計を適用していますので注記の対象から除いています。 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っていますが、いずれもヘッジ会計を適用していますので注記の対象から除いています。 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 （通貨関連）                      

（単位：千円） 

金利スワップ取引を行っていますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いています。 

  

区分 
取得原価
(千円) 

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券  

 ① 株式 23,344 172,100 148,756

内容 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

 非上場外国株式 22,211 

種    類 
契約額等   

時 価 評価損益 
  うち１年超 

以 
外 
の 
取 
引 

市 
場 
取 
引 
  

為替予約取引         

  

  

売    建 

        

   米  ド  ル 1,035,960 ― 1,048,783 △12,823

計 1,035,960 ― 1,048,783 △12,823



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社グループは製品の種類、製造方法、販売市場等の類似性から判断して同種のランプ事業を行っており、当該

事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社グループは製品の種類、製造方法、販売市場等の類似性から判断して同種のランプ事業を行っており、当該

事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社グループは製品の種類、製造方法、販売市場等の類似性から判断して同種のランプ事業を行っており、当該

事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

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、記載を省略しています。 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

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、記載を省略しています。 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合が、いずれも90％

を超えているため記載を省略しています。 

  



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

※北米………………米国、カナダ、メキシコ 

※アジア……………中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インド、サウジアラビア等 

※その他の地域……欧州、オセアニア、南米、アフリカ等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

※北米………………米国、カナダ、メキシコ 

※アジア……………中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インド、サウジアラビア等 

※その他の地域……欧州、オセアニア、南米、アフリカ等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

※北米………………米国、カナダ、メキシコ 

※アジア……………中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インド、サウジアラビア等 

※その他の地域……欧州、オセアニア、南米、アフリカ等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 475,787 3,152,786 81,865 3,710,439

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 6,065,800

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

7.8 52.0 1.4 61.2

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 207,733 3,062,803 20,529 3,291,066

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 5,797,336

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

3.6 52.8 0.4 56.8

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 756,311 6,280,307 108,870 7,145,489

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 11,792,998

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

6.4 53.3 0.9 60.6



(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 



(１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり中間(当期)純利益 

  

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 

394円23銭 

１株当たり純資産額 

428円17銭 

１株当たり純資産額 

407円90銭 

１株当たり中間純利益 

38円91銭 

１株当たり中間純利益 

28円32銭 

１株当たり当期純利益 

56円98銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在していないため記載していませ

ん。 

同左  なお、潜在株式調整後の１株当た

り当期純利益については、潜在株式

が存在していないため記載していま

せん。 

 当社は、平成16年11月19日付けで

普通株式１株に対し普通株式３株の

割合で株式分割を行いました。 

 前中間連結会計期間の期首に当該

株式分割が行われたと仮定した場合

の前中間連結会計期間における（１

株当たり情報）の各数値は次の通り

です。 

 １株当たり純資産額 331円32銭 

 １株当たり中間純利益 34円05銭 

――― ――― 

  
前中間連結会計期間末
平成17年９月30日 

当中間連結会計期間末
平成18年９月30日 

前連結会計年度末 
平成18年３月31日 

中間連結貸借対照表の純資産の部
の合計額（千円） 

― 9,765,120 ―

普通株式に係る純資産額(千円) ― 9,765,120 ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 22,806,900 ―

普通株式の自己株式数(株) ― 99 ―

1株当たり純資産の算定に用いられ
た普通株式の数(株) 

― 22,806,801 ―

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

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益  

中間(当期)純利益(千円) 887,488 645,796 1,354,941

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 55,330

（うち利益処分による役員賞与） ― ― (55,330)

普通株式に係る中間(当期)純利益
(千円) 

887,488 645,796 1,299,611

普通株式の期中平均株式数(株) 22,806,900 22,806,888 22,806,900



（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

  

 (2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金    1,154,185 2,873,125   2,458,734 

２ 受取手形 ※３  195,112 91,288   97,221 

３ 売掛金    3,086,379 2,630,409   2,627,146 

４ たな卸資産    1,342,582 1,125,605   1,195,126 

５ 繰延税金資産    123,468 233,350   318,256 

６ その他    242,559 273,973   243,542 

流動資産合計    6,144,287 53.1 7,227,753 60.1   6,940,027 57.4

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産          

(1) 建物 ※１  1,293,527 1,228,535   1,274,189 

(2) 機械及び装置 ※1,2  1,762,460 2,028,547   2,296,213 

(3) 土地    1,001,437 1,001,437   1,001,437 

(4) 建設仮勘定    819,079 32,830   10,817 

(5) その他 ※１  190,974 186,826   199,198 

有形固定資産合計    5,067,480 43.8 4,478,177 37.2   4,781,856 39.6

２ 無形固定資産    12,351 0.1 9,795 0.1   10,857 0.1

３ 投資その他の資産          

(1) 繰延税金資産    16,426 20,965   18,714 

(2) その他    330,605 297,283   337,862 

  貸倒引当金    △2,629 △2,629   △2,629 

投資その他の資産 
合計    344,402 3.0 315,619 2.6   353,947 2.9

固定資産合計    5,424,234 46.9 4,803,592 39.9   5,146,660 42.6

資産合計    11,568,522 100.0 12,031,346 100.0   12,086,688 100.0

           



  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形 ※３  336,629 358,615   266,128 

２ 買掛金    298,271 261,121   359,566 

３ １年以内返済予定 
  長期借入金    170,020 249,040   244,920 

４ 未払法人税等    580,000 393,000   538,000 

５ 賞与引当金    157,116 139,994   224,538 

６ その他 ※２  368,092 566,009   647,640 

流動負債合計    1,910,130 16.5 1,967,781 16.4   2,280,793 18.9

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金    703,420 379,480   504,000 

２ 長期未払金    ― 123,888   ― 

３ 役員退職慰労引当金    132,999 ―   143,532 

固定負債合計    836,419 7.2 503,368 4.2   647,532 5.4

負債合計    2,746,550 23.7 2,471,150 20.5   2,928,325 24.2

           

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    2,133,177 18.4 ― ―   2,133,177 17.6

Ⅱ 資本剰余金          

資本準備金    2,563,867 ―   2,563,867 

資本剰余金合計    2,563,867 22.2 ― ―   2,563,867 21.2

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金    14,025 ―   14,025 

２ 任意積立金    2,800,000 ―   2,800,000 

３ 中間(当期)未処分 
  利益    1,231,391 ―   1,558,931 

利益剰余金合計    4,045,416 35.0 ― ―   4,372,956 36.2

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    79,510 0.7 ― ―   88,361 0.7

資本合計    8,821,971 76.3 ― ―   9,158,362 75.8

負債資本合計    11,568,522 100.0 ― ―   12,086,688 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金    ― ― 2,133,177 17.7   ― ―

２ 資本剰余金          

(1) 資本準備金    ― 2,563,867   ― 

資本剰余金合計    ― ― 2,563,867 21.3   ― ―

３ 利益剰余金          

(1) 利益準備金    ― 14,025    ― 

(2) その他利益剰余金          

別途積立金   ―   3,800,000 ―   

繰越利益剰余金   ― ― 983,238 4,783,238 ― ― 

利益剰余金合計    ― ― 4,797,263 39.9   ― ―

４ 自己株式    ― ― △79 △0.0   ― ―

株主資本合計    ― ― 9,494,227 78.9   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― 65,967   ― 

評価・換算差額等 
合計    ― ― 65,957 0.5   ― ―

純資産合計    ― ― 9,560,195 79.5   ― ―

負債純資産合計    ― ― 12,031,346 100.0   ― ―

           



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) 

前事業年度の 
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    5,416,686 100.0 5,257,160 100.0   10,531,414 100.0

Ⅱ 売上原価    3,250,582 60.0 3,290,751 62.6   6,411,189 60.9

売上総利益    2,166,103 40.0 1,966,408 37.4   4,120,225 39.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    707,398 13.1 843,329 16.0   1,555,832 14.8

営業利益    1,458,704 26.9 1,123,079 21.4   2,564,392 24.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  81,973 1.5 14,037 0.3   118,262 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  20,180 0.4 7,808 0.1   29,351 0.3

経常利益    1,520,497 28.1 1,129,309 21.5   2,653,303 25.2

Ⅵ 特別利益 ※３  1,047 0.0 ― ―   1,047 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4,6 
7  67,180 1.2 13,373 0.3   451,515 4.3

税引前中間(当期) 
純利益    1,454,364 26.8 1,115,935 21.2   2,202,835 20.9

法人税、住民税 
及び事業税   565,818   378,690 1,075,840   

法人税等調整額   32,434 598,253 11.0 97,960 476,650 9.1 △170,690 905,150 8.6

中間(当期)純利益    856,110 15.8 639,284 12.2   1,297,685 12.3

前期繰越利益    375,280   375,280 

中間配当金    －   114,034 

中間(当期)未処分 
利益    1,231,391   1,558,931 

           



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

剰余金計 
利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金計 別途

積立金 
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高 

(千円) 
2,133,177 2,563,867 2,563,867 14,025 2,800,000 1,558,931 4,372,956 ― 9,070,001

中間会計期間中の変動額               

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △159,648 △159,648 ― △159,648

 利益処分による役員賞与 ― ― ― ― ― △55,330 △55,330 ― △55,330

 中間純利益 ― ― ― ― ― 639,284 639,284 ― 639,284

別途積立金の積立 ― ― ― ― 1,000,000 △1,000,000 ― ― ―

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― △79 △79

中間会計期間中の変動額 

合計(千円) 
― ― ― ― 1,000,000 △575,693 424,306 △79 424,226

平成18年９月30日残高 

(千円) 
2,133,177 2,563,867 2,563,867 14,025 3,800,000 983,238 4,797,263 △79 9,494,227

項目 
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３月31日残高 

(千円) 
88,361 88,361 9,158,362 

中間会計期間中の変動額       

 剰余金の配当 ― ― △159,648 

 利益処分による役員賞与 ― ― △55,330 

 中間純利益 ― ― 639,284 

 自己株式の取得 ― ― △79 

株主資本以外の項目の当中

間期間中の変動額(純額) 
△22,393 △22,393 △22,393 

中間会計期間中の変動額合

計(千円) 
△22,393 △22,393 401,832 

平成18年９月30日残高 

(千円) 
65,967 65,967 9,560,195 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  
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 

 (イ)子会社株式 

   移動平均法による原

価法 

 (ロ)その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は部分資本直入法

により処理し、売

却原価は、移動平

均法により算定) 

  

   時価のないもの 

    移動平均法による

原価法 

(1) 有価証券 

 (イ)子会社株式 

同左 

  

 (ロ)その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は部分純資産直入

法により処理し、

売却原価は、移動

平均法により算

定) 

   時価のないもの 

同左 

(1) 有価証券 

 (イ)子会社株式 

同左 

  

 (ロ)その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算末日の市場価

格等に基づく時価

法(評価差額は部

分資本直入法によ

り処理し、売却原

価は、移動平均法

により算定) 

  

   時価のないもの 

同左 

  (2) デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

  時価法によっていま

す。 

(2) デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

同左 

(2) デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

同左 

  (3) たな卸資産 

  総平均法による原価法

によっています。 

(3) たな卸資産 

同左 

(3) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっていま

す。 

なお、耐用年数及び残

存価格については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっていま

す。 

  ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法を採用

しています。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

    なお、主な耐用年数は

次の通りです。 

  建物及び構築物 

 ７～38年 

  機械装置及び運搬具 

 ４～12年 

  なお、主な耐用年数は

次の通りです。 

  建物及び構築物 

 ７～38年 

  機械装置及び運搬具 

 ４～15年 

  なお、主な耐用年数は

次の通りです。 

  建物及び構築物 

 ７～38年 

  機械装置及び運搬具 

 ４～12年 

  (2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェ

アについては、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

います。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

  (3) 長期前払費用 

  均等償却によっていま

す。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 



  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 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、回収不

能見込額を計上していま

す。 

 ａ 一般債権 

   貸倒実績率法によっ

ています。 

 ｂ 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

   財務内容評価法によ

っています。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  

  

  

 ａ 一般債権 

同左 

  

 ｂ 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  

  

  

 ａ 一般債権 

同左 

  

 ｂ 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

同左 

  (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出にあてるた

め、当中間期に負担すべ

き支給見込額を計上して

います。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出にあてるた

め、当期に負担すべき支

給見込額を計上していま

す。 

  (3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退

職慰労金規程に基づく中

間期末要支給額を計上し

ています。 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の

支出に備えるため、当

社は内規に基づく要支

給額を計上しておりま

したが、平成18年６月

23日開催の定時株主総

会の日をもって役員退

職慰労金制度を廃止い

たしました。これに伴

い、これまでの在任期

間中の職務遂行の対価

部分相当額を退職慰労

金として打切り支給す

ることが同株主総会に

おいて、承認可決され

ました。 

これにより中間会計

期間において、役員退

職慰労引当金を全額取

崩し、打切り支給額の

未払分123,888千円につ

い て は、固 定 負 債 の

「長期未払金」に計上

しています。 

(3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退

職慰労金規程に基づく期

末要支給額を計上してい

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

います。 

同左 同左 



  

  
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) 

５ 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、特例要件を満たして

いるため、特例処理を採

用しています。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  ②ヘッジの手段と対象 

ヘッジの手段 

 金利スワップ 

ヘッジの対象 

 借入金の利息 

②ヘッジの手段と対象 

同左 

②ヘッジの手段と対象 

同左 

  ③ヘッジの方針 

借入金の金利変動リ

スクを回避する目的

で、金利スワップ取引

によりキャッシュ・フ

ローヘッジを行ってい

ます。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

以下の条件を満たす金

利スワップを締結してい

ます。 

③ヘッジの方針 

同左 

  

  

  

  

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

③ヘッジの方針 

同左 

  

  

  

  

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

    Ⅰ 金利スワップの想

定元本と長期借入

金の元本が一致し

ている。 

    

    Ⅱ 金利スワップと長

期借入金の契約期

間及び満期が一致

している。 

    

    Ⅲ 長期借入金の変動

金利のインデック

スと金利スワップ

で受払される変動

金利のインデック

スが、ＴＩＢＯＲ

＋０．４３％で一

致している。 

    

    Ⅳ 長期借入金と金利

スワップの金利改

定条件が一致して

いる。 

    

    Ⅴ 金利スワップの受

払条件がスワップ

期間を通して一定

である。 

    

   よって、金利スワップは

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

います。 

   よって、金利スワップは

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いま

す 



  

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) 

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 

  消費税及び地方消費税

の会計処理は税抜方式に

よって処理しています。 

  なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺の

うえ、中間貸借対照表

上、流動資産のその他に

含めて表示しています。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税

の会計処理は税抜方式に

よって処理しています。 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年8月9日)）及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第6号)を

適用しています。 

これにより税引前中間純利益は

25,064千円減少しています。 

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

ています。 

――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年8

月9日)）及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第6号)を適用し

ています。 

これにより税引前当期純利益は

25,064千円減少しています。 

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い

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）を適用しています。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は9,560,195千円で

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います。 

――― 



  

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

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) 

――― (自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準の一部改正) 

当中間会計期間から、改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 最終改正平成18年８月11日

企業会計基準第１号）及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 最終改正平成18年８月11

日 企業会計基準適用指針第２号）

を適用しています。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

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規

則により作成しています。 

――― 

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 

2,047,150千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,775,611千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,413,591千円 

※２ 担保資産 

   担保に供している資産及び対

応する債務は次の通りです。 

担保に供している資産 

科目 金額(千円) 

機械及び装置 43,092 

――― ※２ 担保資産 

   担保に供している資産及び対

応する債務は次の通りです。 

  

担保に供している資産 

科目 金額(千円) 

機械及び装置 25,757 

  

対応する債務 

科目 金額(千円) 

流動負債―その他 
(割賦未払金) 

17,589 

  

対応する債務 

科目 金額(千円) 

流動負債－その他 
（割賦未払金） 

1,694 

――― ※３ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しています。 

  なお、当中間会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が、中

間会計期間末残高に含まれていま

す。 

受取手形  10,715千円 

支払手形  45,210千円 

――― 



(中間損益計算書関係) 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要科目 

受取利息 1,398千円

受取家賃 4,213千円

為替差益 71,593千円

※１ 営業外収益の主要科目 

受取利息 1,231千円

受取家賃 4,213千円

為替差益 5,503千円

※１ 営業外収益の主要科目 

 受取利息 2,761千円

 受取家賃 8,426千円

為替差益 99,249千円  
※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 6,680千円

コミットメン 
トライン関連 
手数料 

1,500千円

上場関連費用 12,000千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 4,713千円

コミットメン
トライン関連
手数料 

2,508千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 12,201千円

コミットメン 
トライン関連 
手数料 

5,149千円

上場関連費用 12,000千円

※３ 特別利益 

貸倒引当金 
戻入益 

1,047千円

――― ※３ 特別利益 

貸倒引当金 
戻入益 

1,047千円

※４ 特別損失 

機械及び 
装置等除却損 

2,306千円

減損損失 25,064千円

過年度役員退職 
慰労引当金繰入 

39,809千円

  

※４ 特別損失 

機械及び
装置等除却損 

1,814千円

役員退職
慰労金 

11,558千円

※４ 特別損失 

機械装置等 
除却損 

3,165千円

減損損失 25,064千円

過年度退職慰労
引当金繰入 

39,809千円

クレーム補償 
費用 

383,474千円

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 300,084千円

無形固定資産 1,312千円

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 367,786千円

無形固定資産 1,321千円

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 673,039千円

無形固定資産 2,903千円

※６ 減損損失 

当中間会計期間において、当社

は、下記の遊休土地について減損

損失を計上しました。 

  

従来、休止固定資産としていま

した上記土地は、将来使用する見

込みがなくなったことから売却予

定地としましたが、地価が著しく

下落しているため、減損損失を認

識いたしました。 

なお、当該土地の回収可能価額

は正味売却価額により測定してお

り、不動産鑑定士からの不動産鑑

定評価額に基づいて評価しており

ます。 

場所 兵庫県加西市 

用途 遊休（売却予定地） 

種類 土地 

金額 25,064千円 

――― ※６ 減損損失 

当事業年度において、当社は、

下記の遊休土地について減損損失

を計上しました。 

  

従来、休止固定資産としていま

した上記土地は、将来使用する見

込みがなくなったことから売却予

定地としましたが、地価が著しく

下落しているため、減損損失を認

識いたしました。 

なお、当該土地の回収可能価額

は正味売却価額により測定してお

り、不動産鑑定士からの不動産鑑

定評価額に基づいて評価しており

ます。 

場所 兵庫県加西市 

用途 遊休（売却予定地） 

種類 土地 

金額 25,064千円 



  

  

(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 

  
（変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りです。 

   単元未満株式の買取りによる増加   99株 

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) 

――― ――― ※7 クレーム補償費用 

当社が平成18年３月期に売上計上

した製品ランプの一部について、特

定の使用条件下で品質基準を満たさ

ないことが判明しました。 

当社グループとしては専門メーカ

ーとしての技術的責任があるものと

判断し、交換費用等の一部を負担す

ることで顧客と協議の上合意しまし

た。これに伴う損失額383,474千円

をクレーム補償費用として特別損失

に計上しました。 

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） ― 99 ― 99 



(リース取引関係) 

該当事項はありません。 

  

(有価証券関係) 

  

  

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) 

子会社株式で時価があるものはあり

ません。 

同左 同左 



(１株当たり情報) 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり中間(当期)純利益 

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 

386円81銭 

１株当たり純資産額 

419円18銭 

１株当たり純資産額 

399円14銭 

１株当たり中間純利益 

37円54銭 

１株当たり中間純利益 

28円03銭 

１株当たり当期純利益 

54円47銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在していないため記載していませ

ん。 

同左  なお、潜在株式調整後の１株当た

り当期純利益については、潜在株式

が存在していないため記載していま

せん。 

 当社は、平成16年11月19日付けで

普通株式１株に対し普通株式３株の

割合で株式分割を行いました。 

 前中間会計期間の期首に当該株式

分割が行われたと仮定した場合にお

ける(１株当たり情報)の各数値は以

下のとおりです。 

  

 １株当たり純資産額 326円06銭 

 １株当たり中間純利益 32円47銭 

――― ――― 

  
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 

前会計年度末 
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） 

― 9,560,195 ―

普通株式に係る純資産額(千円) ― 9,560,195 ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 22,806,900 ―

普通株式の自己株式数(株) ― 99 ―

1株当たり純資産の算定に用いられ
た普通株式の数(株) 

― 22,806,801 ―

  
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株当たり中間(当期)純利益  

中間(当期)純利益(千円) 856,110 639,284 1,297,685

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 55,330

（うち利益処分による役員賞与） ― ― (55,330)

普通株式に係る中間(当期)純利益
(千円) 

856,110 639,284 1,242,355

普通株式の期中平均株式数(株) 22,806,900 22,806,888 22,806,900



(重要な後発事象) 

該当事項はありません。  

  

 (2) 【その他】 

第31期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）中間配当については、平成18年11月15日開催の取締役

会において、平成18年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次の中間

配当を行うことを決議いたしました。 

① 中間配当金の総額                    114百万円 

② １株あたりの中間配当金                  5円00銭 

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日      平成18年12月11日 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1) 
有価証券報告書の 
訂正報告書 

(第29期) 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成18年４月20日 
近畿財務局長に提出。 

            

(2) 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

(第30期) 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

  
平成18年６月27日 
近畿財務局長に提出。 

(3) 
有価証券報告書の 
訂正報告書 

(第30期) 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

  
平成18年７月28日 
近畿財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  

  



独立監査人の中間監査報告書 
  

平成17年12月１日

フェニックス電機株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているフェニ

ックス電機株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月

１日から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、フェニックス電機株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は、当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準が適用さ

れることとなったため、当該会計基準によって中間連結財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  

大 和 監 査 法 人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  林     光  行  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  安  靜  章  雄  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
  

平成18年12月13日

フェニックス電機株式会社 

取締役会  御中 

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているフェニ

ックス電機株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、フェニックス電機株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  

大 和 監 査 法 人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  林     光  行  ㊞ 

  
指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  安  靜  章  雄  ㊞ 

  
指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  河  崎     毅  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
  

平成17年12月１日

フェニックス電機株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているフェニ

ックス電機株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第30期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査

を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意

見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、フェニックス電機株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17

年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準が適用される

こととなったため、当該会計基準によって中間財務諸表を作成している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  
  

大 和 監 査 法 人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  林     光  行  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  安  靜  章  雄  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
  

平成18年12月13日

フェニックス電機株式会社 

取締役会  御中 

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているフェニ

ックス電機株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第31期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、フェニックス電機株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18

年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  
  

大 和 監 査 法 人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  林     光  行  ㊞  

  
指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  安  靜  章  雄  ㊞ 

  
指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  河  崎     毅  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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