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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おりません。 

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おりません。

  

第一部 【企業情報】

回次 第152期中 第153期中 第154期中 第152期 第153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) 4,839,077 4,840,326 4,958,583 9,347,699 9,403,727

経常利益 (千円) 295,343 237,312 213,210 398,331 309,398

中間(当期)純利益 (千円) 145,442 141,489 132,883 171,764 174,804

純資産額 (千円) 3,475,433 3,671,252 3,843,136 3,512,831 3,738,514

総資産額 (千円) 8,143,416 8,206,375 8,154,035 8,291,401 7,961,551

１株当たり純資産額 (円) 343.80 363.40 375.91 347.66 370.13

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 14.39 14.00 13.16 16.99 17.30

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 (％) 42.7 44.7 46.6 42.4 47.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 22,781 85,568 160,790 589,309 135,553

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △152,802 △46,327 △83,069 △682,627 △66,301

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 40,466 △76,788 △87,003 166,672 △203,624

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 546,515 671,874 565,768 709,422 575,051

従業員数 (名) 537 509 490 513 499



(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おりません。 

２ 提出会社の「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

  

回次 第152期中 第153期中 第154期中 第152期 第153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) 4,165,117 4,090,523 4,161,263 8,054,525 7,966,517

経常利益 (千円) 240,811 183,717 121,829 357,398 226,141

中間(当期)純利益 (千円) 108,911 103,843 66,917 166,480 118,805

資本金 (千円) 506,000 506,000 506,000 506,000 506,000

発行済株式総数 (千株) 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120

純資産額 (千円) 3,098,816 3,287,268 3,326,595 3,167,213 3,335,085

総資産額 (千円) 7,492,160 7,456,926 7,399,946 7,659,937 7,285,927

１株当たり配当額 (円) 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00

自己資本比率 (％) 41.4 44.1 45.0 41.3 45.8

従業員数 (名) 345 328 316 332 321



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要

な変更はありません。 

  

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) 連結会社における状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメント名称 従業員数(名)

繊維事業 328

その他の事業 105

全社(共通) 57

合計 490

従業員数(名) 316



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、企業収益の改善を背景に、設備投資や個人消費が増加

するなど、更なる拡大に向け順調に推移しております。しかしその一方で、地域間、業種間における

格差の発生といった斑模様の現象も見られ、一律には改善されていない状況となっております。ま

た、アメリカ、中国、その他諸外国の政治・経済の動向には、先行きの景気を左右しかねない要因も

見られ、慎重に見極める必要があります。 

 繊維業界におきましては、ここ数年来の生産基地の海外移転による国内生産量の減少、安価な海外

製品の大量流入による低価格安定化、原油高騰による燃料・染料・薬品といった原材料の価格上昇の

影響を大きく受けざるを得ない状況が続いております。 

 このような状況のもと、当グループとしては得意分野であるニットの起毛加工、セルロース繊維の

加工、コーティング・ラミネート加工の三本柱を更に強化いたしました。またナイロン素材の加工に

おいては設備投資を増強し注力してまいりました。 

 また、昨年立ち上げました商品開発部門では、提案したオリジナル商品が徐々に量産化に結びつき

始めております。 

 この結果、当中間連結会計期間の連結売上高は49億58百万円（前年同期比2.4%増）、連結経常利益

は2億13百万円（前年同期比10.2%減）、連結中間純利益は1億32百万円（前年同期比6.1%減）となり

ました。 

事業部門別の業績は次の通りであります。 

  委託加工部門 

染色加工業界の国内の状況は、多品種、小ロット、短サイクルでかつ高機能、高感度の高付加価値

商品、および環境に優しい商品が流れの中心となっております。  

当社の委託加工部門の内容は次のとおりです。  

  化繊織物 

 当社の柱のひとつであるセルロース繊維の加工分野では、裏地はフェミニン調のトレンド商品と

して、またアウターは複合を中心としたストレッチ商品の拡大策が奏功いたしました。この結果売

上高は前年同期比3.9%増収の10億31百万円となりました。  

  合繊織物 

 ポリエステル定番織物が引き続き海外に生産移転されるなか、ナイロンを中心としたナノ加工に

代表される高機能商品の取り組みや、昨年新規設備導入した超光沢商品への販売促進、コーテイン

グ・ラミネート機を絡ませた加工の複合化等に注力した結果、売上高は前年同期比12.2%増収の6億

72百万円となりました。  

  編物 

 車輌資材分野においては、前年下期からの新規開発商品群が量産化し、順調に伸びてきました

が、衣料資材分野においては、ポリウレタン混のストレッチ編物以外は苦戦をしいられました。こ

の結果、売上高は前年同期比0.9%減収の15億24百万円となりました。  

以上の結果、委託加工部門全体の売上高は、前年同期比3.1%増収の32億28百万円となりました。  



  製品販売部門 

商品開発事業部を立ち上げ、独自加工技術を生かした物作りにより、自社製品販売の強化、拡大に

取り組んでまいりました。衣料関連ではツーウェイ・ストレッチがボトム、ジャケット用途で活発

な引き合いがありました。生活資材、産業資材関連ではほぼ横ばいで推移いたしましたが、ナイロ

ンを中心とした高機能商品がスポーツ用途を含め伸びたこともあり、製品販売部門の売上高は、前

年同期比0.9％増収の13億45百万円となりました。  

  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9百万円減少し、5

億65百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益2億3百万円、非資金損益項目であ

る減価償却費1億57百万円及び仕入債務の増加額1億85百万円等による資金増加と、退職給付引当金の

減少額1億22百万円及び売上債権の増加額2億24百万円等による資金減少により1億60百万円の資金増加

（前中間連結会計期間末は85百万円の資金増加）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支払等により83百万円の資金減

少（前中間連結会計期間末は46百万円の資金減少）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により87百万円の資金減少（前中間連結

会計期間末は76百万円の資金減少）となりました。 

  

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を品種別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) 製品販売部門の加工数量を加えております。 

  

品種別

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)

生産高(千ｍ) 前年同期比(％)

織物
化繊 13,771 3.5

合繊 8,822 1.0

編物 8,030 △0.7

合計 30,625 1.7



(2) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を品種別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、製品販売部門の加工料相当分を加えております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別、品種別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 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は、次のとおりであります。 

  

 
２ 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

品種別

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)

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

織物
化繊 1,118,526 5.5 103,231 81.8

合繊 1,080,796 14.7 207,799 74.6

編物 1,706,373 4.7 307,094 80.8

合計 3,905,696 7.5 618,124 78.8

部門 品種別

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)

販売高(千円) 前年同期比(％)

委託加工部門

織物
化繊 1,031,413 3.9

合繊 672,527 12.2

編物 1,524,488 △0.9

計 3,228,428 3.1

製品販売部門 1,345,762 0.9

その他 384,392 2.3

合計 4,958,583 2.4

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

旭化成せんい株式会社 732,875 15.1 769,268 15.5



５ 【研究開発活動】 

産業資材分野では、炭素繊維と並ぶ高機能繊維の代表であるアラミド繊維を使った商品開発に着手し,

生活資材分野では中空太糸布を高品位に染色し、様々なクッション材を強固に貼り付ける高級鞄素材製造

技術を確立しました。衣料分野では超光沢ソフト風合い素材「Sunleaf(サンリーフ)」の生産量が大幅に

拡大し、パウダータッチのソフトで滑らかな高級風合いと軽く優しい着心地を提供する高級テキスタイル

「ネオグレース」の開発にも成功しました。  

炭素系繊維素材「スパッタシート(火花受けシート)」 

 溶接・溶断作業で発生する火花による周辺設備の破損や可燃物への延焼を防止する防災安全商品とし

て、炭素系繊維生地に当社が開発した特殊不燃性樹脂をコーティングした火花受けシートの量産を開始し

ました。本製品は繊維・樹脂共に有害物質を含まない人体や環境に配慮した商品となっており、アスベス

トやガラス繊維を基材とした製品の代替品の他、多用途な展開が期待されています。  

アラミド繊維素材「難燃耐熱防災服」 

 難燃耐熱性に優れたアラミド繊維素材に、撥水・撥油・コーティング加工を行なった防災服素材の開発

に着手しました。アラミド繊維の特長である難燃耐熱性を維持しての防水防汚性の付与は、大きな難題で

したが、消防庁外衣生地基準に合格する生地の開発に成功しました。アラミド繊維素材は衣服への展開の

ほか、電気を通しにくい性質を利用した電気機器部材としての使用拡大も期待されています。  

二層構造高級軽量鞄素材 

 ビジネス用鞄は、太い糸を使用し丈夫にする事が一般的ですが、太い糸を使用すると重くなるため、近

年は中空糸を使用し軽量化する傾向となっています。当社は、染色が困難な中空太糸素材の染色条件を確

立するとともに、独自製法により改質したクッション材を、環境に配慮した非溶剤系接着剤を使用し、強

固に接着させる技術を確立しました。環境への配慮のもと、中空太糸素材の染色から様々なクッション材

の貼り合わせまでを一貫加工できるメーカーは国内にはなく、当社独自の高度な加工技術と厳格な品質管

理による最高級鞄素材の量産が開始されます。  

高級テキスタイル「ネオグレース」        

 ポリエステルとナイロンで複雑に構成される糸を、分離・分割、さらに強く収縮させて、パウダータッ

チのソフトで滑らかな触感とする加工技術の確立に成功しました。こうして得られた高級衣料素材「ネオ

グレース」は、その高級風合いのほか、握るだけで得られる独特のシワ感、全体のシルエットやボリュー

ム感を変えられる形状記憶性、生地に与えた形状が戻りにくい保型性、洗濯やアイロンを行なっても形状

記憶性や保型性の低下がほとんどない耐久性などの優れた性能を保有しています。コート、ジャケット、

キルティングブルゾンのほか、スカート、ドレス、ボトムス用途の高級品展開が期待されます。    

非溶剤系防水素材「サンレイナ」   

 オキシダントや光化学スモッグ発生に影響を与えるVOC(低沸点溶剤)排出規制が開始され、染色加工業界

としても毎年VOC排出量を約５％減らしていく義務を負う事となりました。当社も地球に優しい原材料の

使用による推進活動の結果、有機溶剤を使用せずに製造する防水素材「サンレイナ」の技術確立に成功し

ました。世界的な地球環境保護志向の中、今後の大量量産が期待されます。  

エコロジー繊維素材の拡大 

 エコロジー繊維たるセルロース衣料素材の独自商品の開発に努め、機屋、ニッターとの共同開発を積極

的に行いました。天然紙糸繊維「OJO」を使ったテキスタイルは好評で、大手アパレルからの量産が決定

しました。  

なお、研究開発費の総額は、27,599千円であります。 



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、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

該当事項はありません。 

  

(3) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

(4) 重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。 

 
(注) 上記金額には消費税等は含んでおりません。 

  

会社名
事業所名

所在地 設備の内容

投資予定額
資金調達方
法

着手及び完了予定年月
完成後の増
加能力

総額 既支払額
着手 完了

(百万円) (百万円)

当社
第二事業部

石川県金沢市染色加工機 95 ―
自己資金
及び借入
金

平成18年
11月

平成19年3
月

生産能力の
増減はあり
ません



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。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,000,000

計 30,000,000

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18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 10,120,000 10,120,000
大阪証券取引所
(市場第二部)

―

計 10,120,000 10,120,000 ― ―



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

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 ― 10,120 ― 506,000 ― 130,686

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(％)

西川文平 石川県金沢市 2,422 23.94

旭化成せんい株式会社 大阪市北区堂島浜１丁目2番6号 1,870 18.47

鳥海節夫 埼玉県越谷市 725 7.16

株式会社北國銀行 金沢市下堤町１番地 494 4.88

株式会社北国クレジットサービス 金沢市片町2丁目2-15 372 3.67

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 336 3.32

ニッセイ同和損害保険株式会社 大阪市北区西天満４丁目15番10号 234 2.31

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目1-1 195 1.93

島内一士 兵庫県西宮市 122 1.20

日本資材株式会社 大阪市中央区博労町１丁目5番6号 110 1.08

計 ― 6,881 68.00



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 「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が11,000株(議決権11個)含

まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
  

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) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第２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日後、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。

  

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)

(自己保有株式)
普通株式  17,000

― ―

(相互保有株式)
普通株式   11,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

 10,025,000
10,025 ―

単元未満株式 普通株式   67,000 ― ―

発行済株式総数    10,120,000 ― ―

総株主の議決権 ― 10,025 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
倉庫精練株式会社

金沢市玉鉾4-111 17,000 ― 17,000 0.16

(相互保有株式) 
株式会社キョクソー

松任市八田町29 11,000 ― 11,000 0.10

計 ― 28,000 ― 28,000 0.27

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 295 285 275 260 249 248

最低(円) 281 235 238 229 229 232



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)の中間連結財務諸

表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)の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けてお

ります。 

  



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 764,874 658,768 668,051

 ２ 受取手形及び売掛金 ※１ 2,244,514 2,382,185 2,157,611

 ３ たな卸資産 560,282 648,013 586,187

 ４ その他 250,892 260,916 270,108

   貸倒引当金 △34,269 △27,741 △ 25,422

  流動資産合計 3,786,295 46.1 3,922,142 48.1 3,656,535 45.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※２

  (1) 建物及び構築物 1,304,323 1,242,017 1,275,571

  (2) 機械装置 
    及び運搬具

1,283,132 1,138,089 1,202,891

  (3) 土地 210,300 210,300 210,300

  (4) その他 38,256 161,025 23,822

   有形固定資産合計 2,836,012 34.6 2,751,433 33.8 2,712,585 34.1

 ２ 無形固定資産 12,597 0.2 9,511 0.1 10,564 0.1

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 1,098,483 1,135,334 1,207,484

  (2) 従業員長期貸付金 116,798 86,110 97,127

  (3) 繰延税金資産 283,498 176,347 196,111

  (4) その他 72,689 73,156 81,141

   投資その他の資産 
   合計

1,571,469 19.1 1,470,948 18.0 1,581,865 19.9

  固定資産合計 4,420,080 53.9 4,231,892 51.9 4,305,015 54.1

  資産合計 8,206,375 100.0 8,154,035 100.0 7,961,551 100.0



 
  

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 ※１ 1,653,744 1,796,678 1,611,121

 ２ 短期借入金 251,360 211,360 211,360

 ３ 未払法人税等 22,745 23,554 25,209

 ４ 賞与引当金 45,681 38,857 45,369

 ５ その他 640,493 724,722 583,734

  流動負債合計 2,614,025 31.9 2,795,173 34.3 2,476,795 31.1 

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 187,960 76,600 132,280

 ２ 退職給付引当金 1,640,374 1,397,927 1,520,442

 ３ 役員退職慰労引当金 33,157 28,117 34,703

 ４ その他 14,711 13,080 13,539

   固定負債合計 1,876,203 22.9 1,515,725 18.6 1,700,966 21.4 

  負債合計 4,490,229 54.8 4,310,898 52.9 4,177,761 52.5 

(少数株主持分)

 少数株主持分 44,892 0.5 ― ― 45,275 0.5 

(資本の部)

Ⅰ 資本金 506,000 6.2 ― ― 506,000 6.4 

Ⅱ 資本剰余金 130,686 1.6 ― ― 130,686 1.6 

Ⅲ 利益剰余金 2,663,953 32.4 ― ― 2,666,949 33.5 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

373,372 4.5 ― ― 438,244 5.5 

Ⅴ 自己株式 △2,759 △0.0 ― ― △ 3,366 △0.0

  資本合計 3,671,252 44.7 ― ― 3,738,514 47.0 

  負債、少数株主持分 
  及び資本合計

8,206,375 100.0 ― ― 7,961,551 100.0



 
  

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 ― 506,000 ―

 ２ 資本剰余金 ― 130,686 ―

 ３ 利益剰余金 ― 2,769,519 ―

 ４ 自己株式 ― △3,807 ―

   株主資本合計 ― ─ 3,402,399 41.7 ― ─

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

― 393,808 ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ─ 393,808 4.8 ― ─

Ⅲ 少数株主持分 ― ─ 46,929 0.6 ― ─

   純資産合計 ― ─ 3,843,136 47.1 ― ─

   負債純資産合計 ― ─ 8,154,035 100.0 ― ─



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 4,840,326 100.0 4,958,583 100.0 9,403,727 100.0

Ⅱ 売上原価 4,268,116 88.2 4,381,801 88.4 8,421,913 89.6

  売上総利益 572,210 11.8 576,781 11.6 981,813 10.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 395,524 8.2 434,022 8.7 786,473 8.3

  営業利益 176,685 3.6 142,759 2.9 195,339 2.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2,223 2,037 4,559

 ２ 受取配当金 6,119 6,051 12,628

 ３ 賃貸料 49,534 50,715 97,519

 ４ その他の収益 22,888 80,765 1.7 29,329 88,134 1.8 47,726 162,434 1.7

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,861 1,532 3,427

 ２ 賃貸費用 12,789 10,734 34,457

 ３ その他の費用 5,487 20,139 0.4 5,416 17,683 0.4 10,490 48,375 0.5

  経常利益 237,312 4.9 213,210 4.3 309,398 3.3

Ⅵ 特別利益 ― ─ 4,058 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 ※２ 5,804 6,462 16,404

 ２ 役員退職金 ― 5,804 0.1 3,381 9,843 0.2 ― 16,404 0.2

  税金等調整前中間(当 
  期)純利益

231,507 4.8 203,366 4.1 297,052 3.1

  法人税、住民税 
  及び事業税

17,444 19,412 27,107

  法人税等調整額 71,618 89,062 1.9 48,846 68,259 1.4 93,784 120,891 1.3

  少数株主利益 955 0.0 2,223 0.0 1,355 0.0

  中間(当期)純利益 141,489 2.9 132,883 2.7 174,804 1.8



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 130,686 130,686

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高 130,686 130,686

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 2,552,788 2,552,788

Ⅱ 利益剰余金増加高

   中間(当期)純利益 141,489 141,489 174,804 174,804

Ⅲ 利益剰余金減少高

   配当金 30,324 60,643

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高 2,663,953 2,666,949



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) 

  

 
  

 
  

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) 506,000 130,686 2,666,949 △3,366 3,300,269

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △30,313 △30,313

 中間純利益 132,883 132,883

 自己株式の取得 △440 △440

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

─ ─ 102,570 △440 102,129

平成18年９月30日残高(千円) 506,000 130,686 2,769,519 △3,807 3,402,399

評価・換算差額等

少数株主
持分

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) 438,244 438,244 45,275 3,783,790

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △30,313

 中間純利益 132,883

 自己株式の取得 △440

 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)

△44,436 △44,436 1,653 △42,782

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

△44,436 △44,436 1,653 59,346

平成18年９月30日残高(千円) 393,808 393,808 46,929 3,843,136



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
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(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) 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 231,507 203,366 297,052

 ２ 減価償却費 188,126 157,780 362,058

 ３ 持分法による投資損失(△利益) △0 △171 ─

 ４ 有形固定資産処分損 5,804 6,462 16,404

 ５ その他非資金損失(△利益) △606 219 388

 ６ 退職給付引当金の減少 △116,243 △122,515 △ 236,175

 ７ 役員退職慰労引当金の増加 
   (△減少)

△79,253 △6,586 △ 77,707

 ８ 賞与引当金の増加(△減少) 1,009 △6,512 697

 ９ 貸倒引当金の増加(△減少) 3,774 2,318 △ 5,071

 10 受取利息及び受取配当金 △8,342 △8,089 △ 17,188

 11 支払利息 1,861 1,532 3,427

 12 売上債権の減少(△増加) △176,694 △224,573 △ 89,791

 13 たな卸資産の減少(△増加) 4,054 △61,825 △ 21,850

 14 仕入債務の増加 169,965 185,557 127,342

 15 その他営業資産の減少 43,616 15,816 25,687

 16 その他営業負債の増加(△減少) △145,242 32,464 △ 215,670

    小計 123,337 175,242 169,602

 17 利息及び配当金の受取額 8,323 8,089 17,188

 18 利息の支払額 △1,894 △1,473 △ 3,434

 19 法人税等の支払額 △44,197 △21,067 △ 47,802

  営業活動によるキャッシュ・フロー 85,568 160,790 135,553

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の純減少(△純増加) 843 ― 843

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △85,475 △92,409 △ 135,629

 ３ 無形固定資産の取得による支出 ― △1,130 ─

 ４ 投資有価証券の売却による収入 20,000 ― 20,000

 ５ 長期貸付による支出 △11,053 ― △ 58,087

 ６ 従業員貸付の回収による収入 25,538 11,017 103,296

 ７ その他の支出 △2,779 △803 △ 4,633

 ８ その他の収入 6,599 256 7,908

  投資活動によるキャッシュ・フロー △46,327 △83,069 △ 66,301

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加(△純減少) 10,000 ― △ 30,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △55,680 △55,680 △ 111,360

 ３ 親会社による配当金の支払額 △30,095 △30,313 △ 60,643

 ４ 少数株主への配当金の支払額 △570 △570 △ 570

 ５ その他の支出 △443 △440 △ 1,050

  財務活動によるキャッシュ・フロー △76,788 △87,003 △ 203,624

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
  (△減少)

△37,547 △9,282 △ 134,371

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 709,422 575,051 709,422

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

671,874 565,768 575,051



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

(1)連結子会社の数 ４社

主要な連結子会社の名称

株式会社ソーコゴーセン

株式会社ソーコ流通サービ

ス

コーコク機械株式会社

株式会社サンエス

１ 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数 ４社

主要な連結子会社の名称

同左

１ 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数 ４社

主要な連結子会社の名称

同左

(2)主要な非連結子会社名

有限会社ソーコサービス

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は小規模会社

であり、総資産額、売上高、

中間純損益及び利益剰余金(持

分に見合う額)等はいずれも中

間連結財務諸表に重要な影響

をおよぼしていないためであ

ります。

(2)主要な非連結子会社名

同左

連結の範囲から除いた理由

同左

(2)主要な非連結子会社名

同左

連結の範囲から除いた理由

 非連結子会社は小規模会社

であり、総資産額、売上高、

当期純損益及び利益剰余金

(持分に見合う額)等はいずれ

も連結財務諸表に重要な影響

をおよぼしていないためであ

ります。

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数

   １社

  主要な会社等の名称

   株式会社キョクソー

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数

   １社

  主要な会社等の名称

同左

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数

   １社

  主要な会社等の名称

同左

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要な

会社等の名称

有限会社ソーコサービス

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要な

会社等の名称

同左

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要な

会社等の名称

同左

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、中間純

損益及び連結利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がない為、持

分法の適用から除外していま

す。

持分法を適用しない理由

同左

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり重要性がない

ため、持分法の適用から除外し

ております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

 連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しており

ます。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

 連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。



 
  

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)

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有価証券

ａその他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算末日の市場価

格等に基づく時価法によっ

ております。

(評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定)

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有価証券

ａその他有価証券

時価のあるもの

 中間連結決算末日の市場価

格等に基づく時価法によって

おります。

(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)

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有価証券

ａその他有価証券

時価のあるもの

連結決算末日の市場価格等

に基づく時価法によってお

ります。

(評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定)

時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

  ②たな卸資産

ａ製品・仕掛品

  総平均法による原価法によ

っております。

  ②たな卸資産

ａ製品・仕掛品

  同左

  ②たな卸資産

ａ製品・仕掛品

  同左

ｂ原材料・貯蔵品

  移動平均法による原価法に

よっております。

ｂ原材料・貯蔵品

  同左

ｂ原材料・貯蔵品

  同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ①有形固定資産

 建物は定額法、建物以外は定

率法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ①有形固定資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ①有形固定資産

同左

②無形固定資産

 定額法によっております。

なお、償却年数については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

②無形固定資産

同左

②無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

  ①貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

  ①貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

  ①貸倒引当金

同左

  ②賞与引当金

 従業員の賞与の支給に充てる

ため将来の支給見込額を計上し

ております。

  ②賞与引当金

同左

  ②賞与引当金

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)

  ③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。

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(９年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。

  ③退職給付引当金

同左

  ③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

産に基づき当連結会計期間末

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。

数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(９年)による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとして

おります。

④役員退職慰労引当金

提出会社の役員の退職慰労

金の支給に充てるため、内規

に基づく中間連結会計期間末

要支給額を計上しておりま

す。

④役員退職慰労引当金

同左

④役員退職慰労引当金

提出会社の役員の退職慰労

金の支給に充てるため、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

    同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

    同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジによっておりま

す。

 為替予約については、振当処

理を行っております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

    同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

    同左

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段…為替予約取引

・ヘッジ対象…外貨建売上債

権

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

    同左

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

    同左

  ③ヘッジ方針

 為替の相場変動に伴うリスク

の軽減を目的に通貨に係るデリ

バティブ取引を行っておりま

す。

 実需に基づくものを対象とし

ており、投機目的のデリバティ

ブ取引は行っておりません。

  ③ヘッジ方針 

    同左

  ③ヘッジ方針 

    同左

 (6) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 (6) 消費税等の会計処理

    同左

 (6) 消費税等の会計処理

    同左



 
  

会計方針の変更 

 
  

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)

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

か負わない短期的な投資からな

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

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

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)

 ―――

(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)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は3,796,207千円で

あります。 

 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おり

ます。

 ―――



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

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 中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理について

は、満期日に決済が行われ

たものとして処理しており

ます。 

 なお、当中間連結会計期

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か

ら除かれております。 

 受取手形    71,727千円 

 支払手形  272,936千円 

 

     ────

※２ 有形固定資産の減価償却累

計額

15,709,074千円

※２ 有形固定資産の減価償却累

計額

15,820,363千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額

15,913,967千円

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

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

給料・賞与等 173,629千円

退職給付費用 9,486千円

役員退職慰労引当額 1,546千円

※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とお

りであります。

給料・賞与等 213,627千円

退職給付費用 10,736千円

役員退職慰労引当額 2,632千円

※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とお

りであります。

給料・賞与等 350,486千円

退職給付費用 21,630千円

役員退職慰労引当額 3,092千円

※２ 固定資産処分損の主なもの

は、機械及び装置の廃棄処分に

よるものです。

※２ 固定資産処分損の主なもの

は、機械及び装置の廃棄処分に

よるものです。

※２ 固定資産処分損の主なもの

は、機械及び装置の廃棄処分に

よるものです。



(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、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  1,758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 

 
  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

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(千株) 10,120 ─ ─ 10,120

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) 19,475 1,758 ─ 21,233

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29日 
定時株主総会

普通株式 30,313 3 平成18年3月31日 平成18年6月29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17日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 30,307 3 平成18年9月30日 平成18年12月8日

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

現金及び預金勘定 764,874千円

預入期間が３か月 
を超える定期預金

△93,000千円

現金及び 
現金同等物

671,874千円

 

   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

現金及び預金勘定 658,768千円

預入期間が３か月
を超える定期預金

△93,000千円

現金及び 
現金同等物

565,768千円

  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

現金及び預金勘定 668,051千円

預入期間が３か月 
を超える定期預金

△93,000千円

現金及び
現金同等物

575,051千円



(リース取引関係) 

  

 
  

  
  
  

  

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)

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)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

取得価額 
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円）

中間期末 
残高相当額 
（千円）

工具器具備品 14,166 8,499 5,666

無形固定資産 5,238 4,976 261

合計 19,404 13,475 5,928

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

取得価額 
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円）

中間期末 
残高相当額 
（千円）

工具器具備品 14,166 11,332 2,833

 
 
 
(注) 

      同左

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

取得価額 
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円）

期末残高 
相当額 
（千円）

工具器具備品 14,166 9,916 4,249

 
 
(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 3,095千円

１年超 2,833千円

合計 5,928千円

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定してお

ります。

 

１年以内 2,833千円

合計 2,833千円

(注) 

      同左

 

１年以内 2,833千円

１年超 1,416千円

合計 4,249千円

(注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 1,940千円

減価償却費相当額 1,940千円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 1,416千円

減価償却費相当額 1,416千円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 3,618千円

減価償却費相当額 3,618千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

    リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

    

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

  



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

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) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

区分 前中間連結会計期間末(平成17年９月30日)

その他有価証券
取得原価
(千円)

中間連結貸借
対照表計上額(千円)

差額 
(千円)

株式 325,970 948,599 622,628

計 325,970 948,599 622,628

区分
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

その他有価証券
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

非上場株式 149,883

計 149,883

区分 当中間連結会計期間末(平成18年９月30日)

その他有価証券
取得原価
(千円)

中間連結貸借
対照表計上額(千円)

差額 
(千円)

株式 325,970 974,205 648,234

計 325,970 974,205 648,234

区分
当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

その他有価証券
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

非上場株式 161,128

計 161,128



(前連結会計年度) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

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) 

  

区分 前連結会計年度末(平成18年３月31日)

その他有価証券
取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

株式 325,970 1,049,024 723,053

計 325,970 1,049,024 723,053

区分
前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

その他有価証券
連結貸借対照表計上額

(千円)

非上場株式(店頭売買株式を除く) 158,460

計 158,460

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)

 当社グループの利用しているデリ

バティブ取引は通貨関連の為替予約

取引のみであります。これについて

は、ヘッジ会計を適用しており、取

引の時価等に関する事項については

記載を省略いたします。

同左 同左



(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)及び前連結会計年度(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、営業利益の合計額に占める「繊維事業」の割合がいずれも90％を超え

ているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【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)、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)及び前連結会計年度(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に占める日本の割合がいずれも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。 
  

【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)、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)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年

３月31日) 

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)純利益の算定上の基礎 

 
  
  
(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。 

  

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 363.40円 １株当たり純資産額 375.91円 １株当たり純資産額 370.13円

１株当たり中間純利益 14.00円 １株当たり中間純利益 13.16円 １株当たり当期純利益 17.30円

 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
しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益については、潜在株式が存在
しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、潜在株式が存在
しないため記載しておりません。

項目
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)

中間損益計算書上の中間(当期)純利益(千円) 141,489 132,883 174,804

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 141,489 132,883 174,804

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,103 10,099 10,102

 



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

   現金及び預金 395,260 228,286 303,579

   受取手形 ※１ 1,128,487 1,083,876 1,091,963

   売掛金 878,013 1,118,741 908,143

   たな卸資産 495,141 587,299 524,662

   未収入金 49,366 58,515 48,818

   その他 209,678 209,133 218,326

   貸倒引当金 △28,000 △ 26,000 △ 24,000

   流動資産合計 3,127,948 41.9 3,259,853 44.1 3,071,494 42.2

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※２

   建物 1,146,933 1,096,084 1,122,964

   機械及び装置 1,311,459 1,159,572 1,227,431

   土地 145,591 145,591 145,591

   建設仮勘定 19,270 143,272 5,823

   その他 135,318 126,461 132,903

   有形固定資産合計 2,758,573 2,670,982 2,634,714

 (2) 無形固定資産 12,165 8,177 10,171

 (3) 投資その他の資産

   投資有価証券 1,157,559 1,192,650 1,264,572

   繰延税金資産 242,160 139,953 157,593

   従業員等長期貸付金 116,798 86,110 97,127

   その他 61,720 62,219 70,254

   投資評価引当金 △20,000 △ 20,000 △ 20,000

   投資その他の資産 
   合計

1,558,238 1,460,932 1,569,547

   固定資産合計 4,328,977 58.1 4,140,092 55.9 4,214,433 57.8

   資産合計 7,456,926 100.0 7,399,946 100.0 7,285,927 100.0



 
  

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

   支払手形 ※１ 1,227,299 1,391,538 1,168,766

   買掛金 297,542 335,279 397,359

   短期借入金 251,360 211,360 211,360

   未払金 299,192 303,754 293,212

   未払法人税等 5,378 4,576 4,378

   未払費用 247,048 191,459 208,712

   設備支払手形 34,500 134,068 40,951

   その他 ※３ 42,469 93,253 33,721

   流動負債合計 2,404,790 32.2 2,665,288 36.0 2,358,461 32.4

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 187,960 76,600 132,280

   退職給付引当金 1,523,749 1,283,344 1,405,397

   役員退職慰労引当金 33,157 28,117 34,703

   保証債務等引当金 20,000 20,000 20,000

   固定負債合計 1,764,866 23.7 1,408,061 19.0 1,592,381 21.8

   負債合計 4,169,657 55.9 4,073,350 55.0 3,950,842 54.2

(資本の部)

Ⅰ 資本金 506,000 6.8 ― ― 506,000 6.9

Ⅱ 資本剰余金

   資本準備金 130,686 ― 130,686

   資本剰余金合計 130,686 1.7 ― ― 130,686 1.8

Ⅲ 利益剰余金

   利益準備金 126,500 ― 126,500

   任意積立金 1,717,461 ― 1,717,461

   中間(当期) 
   未処分利益

435,330 ― 419,973

   利益剰余金合計 2,279,292 30.6 ― ― 2,263,935 31.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

373,753 5.0 ― ― 437,533 6.0

Ⅴ 自己株式 △2,463 △0.0 ― ― △ 3,069 △0.0

   資本合計 3,287,268 44.1 ― ― 3,335,085 45.8

   負債資本合計 7,456,926 100.0 ― ― 7,285,927 100.0



 
  

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 ― 506,000 ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 130,686 ―

   資本剰余金合計 ― 130,686 ―

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 126,500 ―

  (2) その他利益剰余金

    配当準備積立金 ― 126,500 ―

    固定資産
    圧縮積立金

― 208,568 ―

    特別償却準備金 ― 3,549 ―

    別途積立金 ― 1,366,100 ―

    繰越利益剰余金 ― 469,321 ―

   利益剰余金合計 ― 2,300,540 ―

 ４ 自己株式 ― △ 3,510 ―

   株主資本合計 ― ─ 2,933,716 39.7 ― ─

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― 392,879 ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ─ 392,879 5.3 ― ─

   純資産合計 ― ─ 3,326,595 45.0 ― ─

   負債純資産合計 ― ─ 7,399,946 100.0 ― ─



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 4,090,523 100.0 4,161,263 100.0 7,966,517 100.0

Ⅱ 売上原価 3,705,711 90.6 3,788,257  91.0 7,275,031 91.3

   売上総利益 384,812 9.4 373,005 9.0 691,486 8.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 300,765 7.4 347,960 8.4 610,563 7.7

   営業利益 84,047 2.0 25,045 0.6 80,923 1.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 175,972 4.3 164,717 3.9 300,338 3.8

Ⅴ 営業外費用 ※２ 76,302 1.9 67,932 1.6 155,119 2.0

   経常利益 183,717 4.4 121,829 2.9 226,141 2.8

Ⅵ 特別利益 ― ― ― ― 4,000 0.1

Ⅶ 特別損失 ※３ 5,758 0.1 7,243 0.2 16,308 0.2

   税引前中間（当期） 
   純利益

177,958 4.3 114,586 2.7 213,832 2.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

620 600 642

   法人税等調整額 73,495 74,115 1.8 47,068 47,668 1.1 94,385 95,027 1.2

   中間(当期)純利益 103,843 2.5 66,917 1.6 118,805 1.5

   前期繰越利益 331,487 ― 331,487

   中間配当額 ― ― 30,319

   中間（当期）未処分 
   利益

435,330 ― 419,973



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) 

  

 
  

  

   

(注)その他利益剰余金の内訳 

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 利益準備金

その他   

利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 506,000 130,686 126,500 2,137,435 △ 3,069 2,897,552

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 30,313 △ 30,313

 中間純利益 66,917 66,917

 自己株式の取得 △ 440 △ 440

 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)

― ― ― 36,604 △ 440 36,163

平成18年９月30日残高(千円) 506,000 130,686 126,500 2,174,040 △ 3,510 2,933,716

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) 437,533 437,533 3,335,085

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 30,313

 中間純利益 66,917

 自己株式の取得 △ 440

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△ 44,653 △ 44,653 △ 44,653

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△ 44,653 △ 44,653 △8,489

平成18年９月30日残高(千円) 392,879 392,879 3,326,595

配当準備積立金
固定資産  
圧縮積立金

特別償却準備金 別途積立金 繰越利益剰余金 合計

平成18年３月31日残高(千円) 126,500 219,537 5,324 1,366,100 419,973 2,137,435

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 30,313 △ 30,313

 中間純利益 66,917 66,917

特別償却準備金の取崩 △ 1,774 1,774

固定資産圧縮積立金の取崩 △ 10,968 10,968

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― △ 10,968 △ 1,774 ― 49,347 36,604

平成18年９月30日残高(千円) 126,500 208,568 3,549 1,366,100 469,321 2,174,040



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) たな卸資産

①製品・仕掛品

 総平均法による原価法によ

っております。

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) たな卸資産

①製品・仕掛品

    同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) たな卸資産

①製品・仕掛品

    同左

②原材料・貯蔵品

 移動平均法による原価法に

よっております。

②原材料・貯蔵品

    同左

②原材料・貯蔵品

    同左

 (2) 有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法に

よっております。

 (2) 有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

    同左

 (2) 有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

    同左

  ②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

に基づく時価法によっており

ます。

(評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定)

  ②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

に基づく時価法によっており

ます。

(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)

    

  ②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

づく時価法によっておりま

す。

(評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定)

   時価のないもの

 移動平均法による原価法に

よっております。

   時価のないもの

    同左

   時価のないもの

    同左

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

建物   定額法によってお

ります。

    同左     同左

建物以外 定率法によってお

ります。

 なお、耐用年数及び残存価額

については法人税法に規定する

方法と同一の基準によっており

ます。

 (2) 無形固定資産

 定額法によっております。

 なお、償却年数については法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

 (2) 無形固定資産

    同左

 (2) 無形固定資産

    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、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。

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

    同左

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

    同左

(2) 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額の見込

額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認めら

れる額を計上しております。

 数理計算上の差異は各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数(９年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することと

しております。

(2) 退職給付引当金

    同左

(2) 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に基づ

き、当事業年度末において発生

していると認められる額を計上

しております。

 数理計算上の差異は各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(９年)による定額法

により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。

(3) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に充

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。

(3) 役員退職慰労引当金

  同左

(3) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に

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) 投資評価引当金

 子会社等への投資に対する損

失に備えるため、その資産内容

等を検討して計上しておりま

す。

(4) 投資評価引当金

  同左

 

    

(4) 投資評価引当金

  同左

 

    

(5) 保証債務等引当金

  子会社等への保証債務等に対

する損失に備えるため、その資

産内容等を検討して計上してお

ります。

(5) 保証債務等引当金

  同左

 

   

(5) 保証債務等引当金

  同左

  

  

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 

   同左

４ リース取引の処理方法 

   同左



 
  

会計方針の変更 

  

 
  

  

  

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)

５ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジによっておりま

す。

為替予約については、振当

処理を行っております。

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   同左

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段…為替予約取引

・ヘッジ対象…外貨建売上債権

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   同左

 (3) ヘッジ方針

為替の相場変動に伴うリス

クの軽減を目的に通貨に係る

デリバティブ取引を行ってお

ります。

実需に基づくものを対象と

しており、投機目的のデリバ

ティブ取引を行っておりませ

ん。

 (3) ヘッジ方針 

   同左

 (3) ヘッジ方針 

   同左

６ 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

６ 消費税等の会計処理

   同左

６ 消費税等の会計処理

   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)

  

      ――― 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は3,326,595千円で

あります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

  

       ――― 

 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間末
(平成17年9月30日)

当中間会計期間末
(平成18年9月30日)

前事業年度末
(平成18年3月31日)

  

       ―――

※１ 中間会計期間末日満期手形

の会計処理については、満

期日に決済が行われたもの

として処理しております。 

 なお、当中間会計期間末

日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間会計期間

末日満期手形が、中間会計

期間末残高から除かれてお

ります。 

受取手形   86,782千円 

支払手形  246,483千円 

 

  

       ―――

※２ 有形固定資産の減価償却累

計額 

     15,507,850千円

※２ 有形固定資産の減価償却累

計額 

     15,630,556千円

※２ 有形固定資産の減価償却累

計額 

     15,718,583千円

※３ 消費税等の取扱い

    仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動

負債のその他に含めて表示

しております。

※３ 消費税等の取扱い

    同左

※３ 消費税等の取扱い

       ――― 

 

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 営業外収益のう

ち重要なもの

賃貸料 133,865千円 122,367千円 218,027千円

※２ 営業外費用のう

ち重要なもの

支払利息 1,858千円 1,532千円 3,427千円

賃貸費用 69,019千円 61,376千円 141,281千円

※３ 特別損失のうち

重要なもの

機械及び装置 
処分損

5,573千円 6,219千円 15,226千円

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

合計

189,612千円

1,993千円

191,606千円

159,063千円

1,993千円

161,057千円

367,267千円

3,987千円

371,255千円



(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) 

 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、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    1,758株 

  

(リース取引関係) 

 
  

  

  

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) 15,625 1,758 ― 17,383

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

取得価額 
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円）

中間期末 
残高相当額 
（千円）

工具器具備品 14,166 8,499 5,666

無形固定資産 5,238 4,976 261

合計 19,404 13,475 5,928

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

取得価額 
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円）

中間期末 
残高相当額 
（千円）

工具器具備品 14,166 11,332 2,833

 
 
 
(注) 

      同左

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

取得価額 
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円）

期末残高 
相当額 
（千円）

工具器具備品 14,166 9,916 4,249

 
 
(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 3,095千円

１年超 2,833千円

合計 5,928千円

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定してお

ります。

 

１年以内 2,833千円

合計 2,833千円

(注) 

      同左

 

１年以内 2,833千円

１年超 1,416千円

合計 4,249千円

(注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 1,940千円

減価償却費相当額 1,940千円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 1,416千円

減価償却費相当額 1,416千円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 3,618千円

減価償却費相当額 3,618千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

    リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

    

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

  



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

 該当事項はありません。 

  

  

(2) 【その他】 

第154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17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、次のとおり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                  30,307千円 

②１株当たり中間配当金                  3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8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。 

  

有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第153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29日北陸財務局長に提

出 

  

  

該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 

  
平成17年12月16日

倉庫精練株式会社 

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

られている倉庫精練株式会社の平成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、倉庫精練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。 

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 

  

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 浅 田  利 博  ㊞

※ 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18日

倉庫精練株式会社 

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

られている倉庫精練株式会社の平成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、倉庫精練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 

  

  

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 浅 田  利 博  ㊞

※ 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16日

倉庫精練株式会社 

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

られている倉庫精練株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第153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、倉庫精練株式会社の平成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。 

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

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 浅 田  利 博  ㊞

※ 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18日

倉庫精練株式会社 

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

られている倉庫精練株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第154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、倉庫精練株式会社の平成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

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 浅 田  利 博  ㊞

※ 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、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。
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