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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 

  

  

回次 第82期中 第83期中 第84期中 第82期 第83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 (百万円) 764 717 798 1,521 1,426 

経常損失 (百万円) 123 90 44 257 201 

中間(当期)純利益 (百万円) 350 ― ― 236 ― 

中間(当期)純損失 (百万円) ― 355 41 ― 464 

純資産額 (百万円) 2,621 2,281 2,077 2,562 2,230 

総資産額 (百万円) 4,418 3,922 3,673 4,285 3,863 

１株当たり純資産額 (円) 206.03 178.87 163.36 201.45 175.37 

1株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) 27.76 ― ― 18.78 ―

１株当たり中間 
(当期)純損失金額 

(円) ― 27.87 3.27 ― 36.51

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 59.3 58.2 56.6 59.8 57.7 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △43 36 8 △59 0

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,321 68 △14 1,364 △36

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,273 0 64 △1,343 △6

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 240 302 211 196 153

従業員数 (人) 129 139 143 139 139 



(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 当社グループは、潜在株式を発行しておりませんので、潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、記載し

ておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、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

おります。 

  

回次 第82期中 第83期中 第84期中 第82期 第83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 (百万円) 764 717 798 1,521 1,426 

経常損失 (百万円) 111 108 47 240 214 

中間(当期)純利益 (百万円) 362 ― ― 253 ― 

中間(当期)純損失 (百万円) ― 373 45 ― 476 

資本金 (百万円) 714 714 714 714 714 

発行済株式総数 (千株) 12,911 12,911 12,911 12,911 12,911 

純資産額 (百万円) 2,720 2,367 2,164 2,665 2,320 

総資産額 (百万円) 4,484 3,973 3,724 4,349 3,916 

１株当たり純資産額 (円) 210.85 183.55 167.85 206.67 179.98 

1株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) 28.12 ― ― 19.68 ―

１株当たり中間 
(当期)純損失金額 

(円) ― 28.93 3.50 ― 36.97

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 0 0 0 0 0

自己資本比率 (％) 60.65 59.6 58.1 61.3 59.3 

従業員数 (人) 47 46 36 44 41 



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)が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社に異動はありません。 

  

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、臨時従業員数はありません。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

  

(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。 

  

部門別の区分 従業員数(人) 

紡績部門 105 

仮撚部門 19 

事務部門 19 

合計 143 

従業員数(人) 36 



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の日本経済は、大企業製造業を中心に高水準の設備投資が持続し、出遅れ感のあった中小企

業にも設備投資の動きが出始め、最新鋭設備の導入で生産性を高める傾向が顕著になってきました。好調な企業業

績を背景に雇用情勢も拡大基調を持続し、これを受けて個人消費もデジタル家電を中心に堅調な推移を示してきま

した。今後は、米国経済の減速感・国内ＩＴ分野の在庫調整・不安定なエネルギー価格と景気腰折れ要因が内在す

るものの、景気拡大期間が戦後最長を更新するのは、ほぼ確実な見通しとなっております。 

このように好調な景況感の中でありながら、当社を取り巻く繊維業界、特に当社主力のポリエステル市況は、原

油価格の高騰による原材料高が製品価格の転化に進まず、依然として厳しい状況が続きました。 

このような環境下で、当社グループ（当社、連結子会社）の業績は、売上高が７億98百万円と前中間連結会計期

間に比べ80百万円（11.1％）の増収となり、営業損失は45百万円と前中間連結会計期間に比べ46百万円（△

50.6％）の減少、経常損失は44百万円と前中間連結会計期間に比べ46百万円（△51.3％）の減少となり、法人税等

調整額２百万円を計上した結果、中間純損失41百万円（前中間連結会計期間は３億55百万円の中間純損失）となり

ました。 

当社の各部門の業績は、次のとおりであります。 

  

①紡績部門 

国内繊維景況は、景気の回復を受けて、ゴム資材関連をはじめとした産業資材用が順調に推移したものの、衣料

用は天候不順、インテリア・寝装用はオフシーズンにより低調な荷動きとなり、総生産量の減少が続いておりま

す。また、採算面でも原油価格の高騰によるコストアップが国内繊維事業全体の経営環境を圧迫しております。内

需では、衣料用でクールビズ効果により一部分野に動きがみられたものの、百貨店量販店における衣料販売額が天

候不順により、前年実績を下回るなど総じて低迷しております。インテリア用は、自動車内装関係が好調、住宅関

連は新築住宅着工数が堅調であったものの、マンション販売戸数減により苦戦し、産業資材用は、乗用車生産が好

調な輸出に支えられ増加したことにより、車両用資材は堅調に推移しました。 

このような中、当社の衣料用紡績部門は間接輸出の中近東向け民族衣装トーブで特化素材（商標名：ネスト）の

複合糸を使用したブランド（商標名：ソードフィル）が中近東マーケットに定着しております。また、産業資材用

途では、当社有力商品であるアラミド（高機能難燃繊維）の需要が自動車関連資材向けを中心に、前期に引き続き

順調に生産しております。 

昨秋稼動の第２工場では、資材用特殊紡績糸や高機能繊維を中心に順調に稼動しております。一方、カーシート

用途や一般衣料用途は国内需要の低迷から減少傾向が続きました。この間、ネストを中心とした複合素材の新商品

開発に加え、非衣料分野の開発及び資材用アラミド繊維の受注拡大とコスト削減のための合理化に取り組んだ結

果、生産はフル稼働し収益拡大につながりましたが、原燃料の高止まりもあり、営業赤字脱出にはいたりませんで

した。 

②仮撚部門 

ポリエステル長繊維加工糸の衣料用は、輸入糸及び二次製品の輸入増加から婦人衣料を中心に低調に推移しまし

たが、スポーツ関連ではサッカーＷ杯効果によりトレーニングウエア用に荷動きが見られたほか、雑品関係の細幅

織物用２ヒーター糸や高強力糸は需要底堅いものがありました。 

産業資材用では、カーシート用途が乗用車の輸出好調を背景に堅調さを保ちました。しかし、全体としては原燃

料値上げによる影響も大きく、引き続き厳しい状況が続いております。 



当社は、原糸メーカー特化素材での新商品開発に取り組んだ結果、スポーツ分野での新規受注につながりフル生

産となりましたが、原料値上がりと加工賃低下もあり、収益改善にはいたりませんでした。 

  



(2) キャッシュ・フロー 

 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、前連結会計年度末に比べ57百万

円（＋37.7％）増加し、当中間連結会計期間末には211百万円（前年同期比△30.0％）となりました。この主な要因

は、財務活動による資金の増加が64百万円あったことによるものであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は8百万円（前中間連結会計期間比△77.8％）となりまし

た。前中間連結会計期間に比べ28百万円減少しておりますが、この主な要因は売上債権が前連結会計年度末と比べ

て28百万円増加したためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は14百万円（前中間連結会計期間は68百万円の増加）と

なりました。この減少の要因は、有形固定資産の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は64百万円となりました。収入の内訳は長期借入れによ

る収入80百万円であり、支出の主な内訳は長期借入金の返済による支出が15百万円であります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

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

 (注) 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部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

(注) １ 主要な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 
  

２ 上表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

部門別 金額(千円) 前年同期比(％) 

紡績部門 543,931 △3.1 

仮撚部門 199,051 36.2 

合計 742,982 5.0 

部門別 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

紡績部門 672,375 36.6 347,877 13.4 

仮撚部門 213,429 41.5 104,614 25.5 

合計 885,805 37.7 452,491 16.0 

部門別 金額(千円) 前年同期比(％) 

紡績部門 614,004 8.5 

仮撚部門 184,122 20.9 

合計 798,126 11.1 

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(％) 

帝人ファイバー㈱ 263,055 36.6 264,306 33.1 

帝人テクノプロダクツ㈱ 143,923 20.0 190,322 23.8 

㈲ケイティーコーポレーション ― ― 98,088 12.3 



３ 【対処すべき課題】 

国内景況感は、原油価格の先行き不透明感や減速感のある米国経済の影響といった懸念材料があるとはいえ、順調

な拡大基調をたどっている中で、当社の経営環境はまだ厳しさが予想されます。昨秋稼動の紡績第２工場をはじめ、

今期は工場生産力アップを目指し、精紡機の一部入替更新、付属設備の増強等更なる効率化の施策を実施しておりま

す。 

糸メーカーとして、生産力増強・コスト削減・高品位商品の生産・高付加価値商品の開発が、収益に大きく寄与し

ていることは言を待たないところであり、当社あげて業務拡大・収益改善に努めてまいります。 

  

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ありません。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

業績向上に貢献するため、新製品の開発を目指し、積極的に研究活動に取り組みました。今後は、長短複合技術を

基盤に高機能繊維、アラミド繊維の開発生産化に全力で取り組みます。 

なお、研究開発費は、販売費及び一般管理費に12,130千円計上しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  



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 54,631,000 

計 54,631,000 

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26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 12,911,000 同左

東京証券取引所
市場第二部 
大阪証券取引所 
市場第二部 

― 

計 12,911,000 同左 ―   



(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 

(注) ㈱リック・コーポレーションが所有している株式については、会社法施行規則第67条の規定により議決権     を有して

おりません。 

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４月１日～ 
平成18年９月30日 

― 12,911 ― 714,000 ― 1,257

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(％) 

㈱石川製作所 金沢市北安江１丁目３番24号 1,489 11.53 

直山楢一 金沢市本多町 802 6.21 

㈱リック・コーポレーション 白山市福留町２０１番地１ 529 4.10 

丸山三千夫 山梨県中巨摩郡昭和町 502 3.88 

帝人ファイバー㈱ 大阪市中央区南本町１丁目６番７号 500 3.87 

㈱北國銀行 金沢市下堤町１ 450 3.48 

村山信也 東京都西多摩郡瑞穂町 415 3.21 

エムエルピー エフエス カス

トディー 

（常任代理人 メリルリンチ日

本証券㈱） 

SOUTH TOWER WORLD FINANCIAL CENTER 

NEW YORK NY 10080-0801 USA 

（中央区日本橋１丁目４番１号日本橋１丁目

ビルディング） 

356 2.75 

日本証券金融㈱ 中央区日本橋茅場町１丁目２-10 350 2.71 

三井住友海上火災保険㈱ 中央区新川２丁目27-２ 320 2.47 

計 ― 5,714 44.25 



(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)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000 株含まれております。また、「議決権の数」

欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

  

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  529,000 

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,273,000 12,273 ― 

単元未満株式 普通株式   92,000 ― １単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 12,911,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 12,273 ― 

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) 

北日本紡績株式会社 

石川県白山市福留町

201-１ 

17,000 ― 17,000 0.1 

(相互保有株式) 

株式会社リック・コーポレーション 

同上 529,000 ― 529,000 4.1 

計 ― 546,000 ― 546,000 4.2 



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、東京証券取引所市場第二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の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

月別 
平成18年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 165 145 166 180 158 140 

最低(円) 138 120 96 122 122 114 



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、永昌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     302,423   211,428    153,487  

２ 受取手形及び売掛金 ※３   188,346   211,110    182,896  

３ たな卸資産     85,246   89,879    120,541  

４ その他     25,807   16,733    25,686  

５ 貸倒引当金     △7,367   △7,367    △7,367  

流動資産合計     594,457 15.2  521,784 14.2   475,243 12.3

Ⅱ 固定資産                

１ 有形固定資産 ※1,2              

(1) 建物及び構築物   1,050,088    1,100,391   1,123,662    

(2) 機械装置 
  及び運搬具   454,157   415,223 443,920   

(3) 土地   951,329    954,662   954,662    

(4) その他   104,382 2,559,958  8,831 2,479,108  8,289 2,530,535  

２ 無形固定資産                

(1) ソフトウェア   ―    713   ―    

(2)施設利用権   807 807  807 1,521  807 807  

３ 投資その他の資産                

(1) 投資有価証券 ※２ 793,602    704,262   889,593    

(2) その他   20,878    15,390   15,390    

(3) 貸倒引当金   △47,386 767,093  △48,466 671,185  △48,466 856,516  

固定資産合計     3,327,859 84.8  3,151,815 85.8   3,387,860 87.7

資産合計     3,922,316 100.0  3,673,600 100.0   3,863,103 100.0

           



  

  

    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     118,987   124,105    161,053  

２ 短期借入金 ※２   561,704   606,464    567,856  

３ 未払法人税等     2,055   1,310    829  

４ 賞与引当金     19,427   18,967    19,762  

５ その他     145,800   79,409    66,948  

流動負債合計     847,975 21.6  830,256 22.6   816,449 21.2

Ⅱ 固定負債                

１ 長期借入金 ※２   112,696   125,898    100,268  

２ 繰延税金負債     292,627   251,032    328,060  

３ 再評価に係る 
  繰延税金負債    327,789 327,789   327,789 

４ 退職給付引当金     12,532   14,342    13,435  

５ 役員退職引当金     46,788   46,788    46,788  

固定負債合計     792,434 20.2  765,851 20.8   816,341 21.1

負債合計     1,640,409 41.8  1,596,108 43.4   1,632,790 42.3

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     714,000 18.2  ― ―   714,000 18.5

Ⅱ 資本剰余金     1,257 0.0  ― ―   1,257 0.0

Ⅲ 利益剰余金     898,009 22.9  ― ―   789,176 20.4

Ⅳ 土地再評価差額金     470,150 12.0  ― ―   470,150 12.2

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金    254,996 6.5 ― ―   312,591 8.1

Ⅵ 自己株式     △56,506 △1.4  ― ―   △56,862 △1.5

資本合計     2,281,906 58.2  ― ―   2,230,313 57.7

負債及び資本合計     3,922,316 100.0  ― ―   3,863,103 100.0

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     ― ―  714,000 19.4   ― ―

２ 資本剰余金     ― ―  1,257 0.0   ― ―

３ 利益剰余金     ― ―  747,650 20.4   ― ―

４ 自己株式     ― ―  △56,958 △1.5   ― ―

株主資本合計     ― ―  1,405,949 38.3   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― ― 201,392 5.5   ― ―

２ 土地再評価差額金     ― ―  470,150 12.8   ― ―

評価・換算差額等 
合計    ― ― 671,542 18.3   ― ―

純資産合計     ― ―  2,077,492 56.6   ― ―

負債純資産合計     ― ―  3,673,600 100.0   ― ―

           



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     717,924 100.0  798,126 100.0   1,426,807 100.0

Ⅱ 売上原価     709,551 98.8  749,663 93.9   1,428,313 100.1

売上総利益     8,373 1.2  48,462 6.1   ― ―

売上総損失     ― ―  ― ―   1,506 0.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２              

１ 発送運賃及び 
  保管料   21,243   21,233 42,959   

２ 役員報酬   11,967    12,429   24,286    

３ 給料手当   28,542    25,861   65,034    

４ 賞与引当金繰入額   3,349    3,460   3,607    

５ その他   35,016 100,119 13.9 30,785 93,769 11.7 60,330 196,217 13.8

営業損失     91,746 12.7  45,306 5.6   197,724 13.9

Ⅳ 営業外収益                

１ 受取利息   41    38   72    

２ 受取配当金   5,343    4,877   7,140    

３ その他   8,158 13,543 1.8 7,772 12,687 1.5 14,532 21,746 1.5

Ⅴ 営業外費用                

１ 支払利息   7,545    7,213   15,700    

２ その他   4,824 12,369 1.7 4,214 11,427 1.4 10,299 26,000 1.8

経常損失     90,572 12.6  44,046 5.5   201,978 14.2

Ⅵ 特別利益                

１ 投資有価証券売却益   50,027 50,027 7.0 ― ― ― 50,027 50,027 3.5

Ⅶ 特別損失                

１ 減損損失 ※３ 518,580 518,580 72.3 ― ― ― 518,580 518,580 36.3

税金等調整前 
中間(当期)純損失    559,125 77.9 44,046 5.5   670,531 47.0

法人税、住民税 
及び事業税   379   375 769   

法人税等調整額 ※１ △203,930 △203,550 △28.3 △2,895 △2,520 △0.3 △206,893 △206,123 △14.5

中間(当期)純損失     355,574 49.5  41,526 5.2   464,407 32.5

           



③ 【中間連結剰余金計算書及び中間株主資本等変動計算書】 

 〔中間連結剰余金計算書〕 

  

  

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) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(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) 

(資本剰余金の部)           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     1,257   1,257 

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高     1,257   1,257 

(利益剰余金の部)           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     965,335   965,335 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

１ 土地再評価差額金取崩額   288,247 288,247 288,247 288,247 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

１ 中間(当期)純損失   355,574 355,574 464,407 464,407 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高     898,009   789,176 
  



 〔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) 714,000 1,257 789,176 △56,862 1,447,571 

中間連結会計期間中の変動額           

 中間純損失     △41,526   △41,526 

 自己株式の取得       △95 △95 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)         ― 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) ― ― △41,526 △95 △41,621 

平成18年９月30日残高(千円) 714,000 1,257 747,650 △56,958 1,405,949 

  

評価・換算差額等 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価
差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(千円) 312,591 470,150 782,741 2,230,313 

中間連結会計期間中の変動額         

 中間純損失       △41,526 

 自己株式の取得       △95 

 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) △111,198   △111,198 △111,198 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △111,198 ― △111,198 △152,820 

平成18年９月30日残高(千円) 201,392 470,150 671,542 2,077,492 



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

    

前中間連結会計期間 

(自 平成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         

税金等調整前中間(当期)純損失   △559,125 △44,046 △670,531 

減価償却費   73,056 65,480 149,634 

減損損失   518,580 ― 518,580 

賞与引当金の減少額   △621 △794 △287 

受取利息及び受取配当金   △5,385 △4,915 △7,213 

支払利息   7,545 7,213 15,700 

投資有価証券売却益   △50,027 ― △50,027 

退職給付引当金の増加額   252 907 1,154 

売上債権の増減額(増加：△)   45,856 △28,214 51,307 

たな卸資産の増減額(増加：△)   14,889 30,661 △20,405 

未収入金の増減額(増加：△)   1,656 9,230 △7,487 

仕入債務の増減額(減少：△)   △7,587 △31,627 33,132 

貸倒引当金の増加額   ― ― 1,080 

その他   546 7,368 △5,275 

 小計   39,636 11,262 9,362 

利息及び配当金の受取額   5,385 4,915 7,213 

利息の支払額   △7,518 △7,215 △15,715 

法人税等の支払額   △829 △829 △829 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  36,673 8,132 31 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

投資有価証券の取得による支出   △299 ― △299 

投資有価証券の売却による収入   101,874 ― 101,874 

有形固定資産の取得による支出   △32,804 △14,332 △143,118 

その他   10 ― 4,661 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
  68,779 △14,332 △36,881 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

短期借入金の純減少額   △74,000 ― △74,000 

長期借入れによる収入   120,000 80,000 120,000 

長期借入金の返済による支出   △45,700 △15,762 △51,976 

自己株式の取得による支出   △108 △95 △464 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
  192 64,142 △6,440 

Ⅳ 現金及び現金同等物 

の増減額(減少：△) 
  105,645 57,941 △43,290 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   196,778 153,487 196,778 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

中間期末(期末)残高 
  302,423 211,428 153,487 

          



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 

連結子会社の数   ２社 
連結子会社名 
㈱リック・コーポレーショ
ン 
キタボー興産㈱ 

 同左 
  

 同左 

２ 持分法の適用に関 
 する事項 

(イ)持分法適用の関連会社
数         １社 
会社名 
承徳帝賢北日本紡績有限公
司 
(ロ)持分法適用会社の承徳
帝賢北日本紡績は、中間決
算日が中間連結決済日と異
なるため、中間会計期間に
係る中間財務諸表を使用し
ております。 

(イ)持分法適用の関連会社
数         １社 
会社名  同左 
  
  
(ロ)同左 

(イ)持分法適用の関連会社
数         １社 
会社名  同左 
  
  
(ロ)持分法適用会社の承徳 
帝賢北日本紡績は、決算日 
が連結決算日と異なるため 
事業年度に係る財務諸表を 
使用しております。 

３ 連結子会社の中間
決算日(決算日)等に
関する事項 

連結子会社２社とも中間連
結決算日と一致しておりま
す。 

 同左 連結子会社２社とも連結決
算日と一致しております。 

４ 会計処理基準に関
する事項 

(イ)重要な資産の評価基準
および評価方法 
① 有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 
…中間連結決算日の
市場価格等に基づく
時価法(評価差額は
全部資本直入法によ
り処理し、売却原価
は移動平均法により
算定)によっており
ます。 

(イ)重要な資産の評価基準
および評価方法 
① 有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 
…中間連結決算日の
市場価格等に基づく
時価法(評価差額は
全部純資産直入法に
より処理し、売却原
価は移動平均法によ
り算定)によってお
ります。 

(イ)重要な資産の評価基準
および評価方法 
① 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)によっておりま
す。 

  時価のないもの 
…移動平均法による
原価法を採用してお
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 
…製品、原材料及び
仕掛品は月次総平均
法、貯蔵品は移動平
均法に基づく原価法
によっております。 

② たな卸資産 
同左 

② たな卸資産 
同左 

  (ロ)重要な減価償却資産の
減価償却の方法 
① 有形固定資産 
…当社松任工場は定
額法、その他は定率
法を採用しており、
連結子会社は定率法
を採用しておりま
す。なお、主な耐用
年数は以下のとおり
であります。 
建物及び 
構築物 

８～60年

機械装置 
及び運搬具 

５～10年

(ロ)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 

(ロ)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 



  

  

  
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 無形固定資産 

定額法を採用してお

ります。 

② 無形固定資産 

定額法を採用しており

ます。 

なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づいておりま

す。 

② 無形固定資産 

定額法を採用しており

ます。 

  (ハ)重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

中間期末現在の売掛

債権その他の債権額に

対し、債権内容その他

相手先の財政状態によ

り、合理的に見積もっ

た額を計上しておりま

す。 

(ハ)重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

同左 

(ハ)重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

期末現在の売掛債権

その他の債権額等に対

し、債権内容その他相

手先の財政状態によ

り、合理的に見積もっ

た額を計上しておりま

す。 

  ② 賞与引当金 

従業員賞与の支出に

充てるため支給見込額

により計上しておりま

す。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

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。 

なお、連結子会社２

社については退職金制

度がないため退職給付

引当金はありません。 

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。 

なお、連結子会社の

㈱リック・コーポレー

ションについては、退

職金制度がないため退

職給付引当金はありま

せん。 

  

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

給付債務の見込額を計

上しております。 

なお、連結子会社の

㈱リック・コーポレー

ションについては、退

職金制度がないため、

退職給付引当金はあり

ません。 

  ④ 役員退職引当金 

役員の退職金の支出

に備えるため、内規に

基づく基準額相当額を

計上しております。 

なお、繰入について

は凍結しております。 

④ 役員退職引当金 

役員の退職金の支出

に備えるため、内規に

基づく基準額相当額を

計上しております。 

なお、第80期より繰

入は凍結しておりま

す。 

④ 役員退職引当金  

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) 

  (ニ)重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

  外貨建金銭債権債務

は、中間連結決算日の

直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額

は損益として処理して

おります。 

  なお、在外持分法適

用会社の資産及び負債

は、中間連結決済日の

直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換

算差額は資本の部にお

ける為替換算調整勘定

に計上しております。 

(ニ) ――――― (ニ) ――――― 

  (ホ)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

の賃貸借取引に準じた

会計処理によっており

ます。 

(ホ)重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(ホ)重要なリース取引の処

理方法 

同左 

  (ヘ)その他中間連結財務諸

表作成のための基本と

なる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜き方

式によっております。 

(ヘ)その他中間連結財務諸

表作成のための基本と

なる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

同左 

(ヘ)その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

 消費税等の会計処理 

同左 

  

  

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おり

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

期投資からなっておりま

す。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 

(自 平成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)を適用しております。これにより

税金等調整前中間純損失は518,580千

円 増 加 し て お り、中 間 純 損 失 も

317,613千円増加しております。 
 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き資産の金額から直接控除しておりま

す。 

     ―――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 
 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)を適用しておりま

す。これにより税金等調整前当期純

損失は518,580千円増加しており、

当期純損失も317,613千円増加して

おります。 
 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

づき資産の金額から直接控除してお

ります。 

     ―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等) 
(自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正) 
 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）並びに改正

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。 
 なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は2,077,492千円であり

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) 

  

  

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

額は3,131,011千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は3,273,025千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は3,207,589千円でありま

す。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産及び担

保付債務は次のとおりでありま

す。 

  

上記資産を担保に供している債

務 

 投資有価証券 438,720千円

有形固定資産   

 建物及び 

 構築物 
744,659千円

  土地 766,089 

  計 1,510,748 

  合計 1,949,468 

１年以内に返済 

する長期借入金 
18,704千円

長期借入金 112,696 

短期借入金 543,000 

合計 674,400 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産及び担

保付債務は次のとおりでありま

す。 

  

上記資産を担保に供している債

務 

   

 投資有価証券 338,560千円

有形固定資産   

 建物及び 

 構築物 
812,168千円

  土地 769,422 

  計 1,581,591 

  合計 1,920,151 

１年以内に返済

する長期借入金
63,464千円

長期借入金 125,898 

短期借入金 543,000 

合計 732,362 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産及び担

保付債務は次のとおりでありま

す。 

  

上記資産を担保に供している債

務 

  

 投資有価証券 461,280千円

有形固定資産   

 建物及び 

 構築物 
827,374千円

  土地 769,422 

  計 1,596,796 

  合計 2,058,077 

１年以内に返済 

する長期借入金 
24,856千円

長期借入金 100,268 

短期借入金 543,000 

合計 668,124 

※３   ――――――  

  

※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をして

おります。なお、当中間連結会

計期間の末日は金融機関の休日

であったため、次の満期手形

が、中間連結会計期間末日の残

高に含まれております。 

   受取手形   1,178千円 

※３   ――――――   



(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 当中間連結会計期間における

法人税等調整額は、固定資産圧

縮積立金を利益処分により、取

り崩したものとみなして計算し

ております。 

※１ 当中間連結会計期間における

法人税等調整額は、固定資産圧

縮積立金を取り崩したものとみ

なして計算しております。 

※１   ―――――― 

※２ 販売費及び一般管理費に含ま

れる研究開発費 

14,126千円 

※２ 販売費及び一般管理費に含ま

れる研究開発費 

12,130千円 

※２ 販売費及び一般管理費に含ま

れる研究開発費 

29,418千円 

※３ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、当

社グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しておりま

す。 

 工場設備については、継続して収

支を把握している単位で、遊休資産

については、当該資産単独での資産

のグルーピングを行っております。

上記資産について、営業活動から生

じる損益が継続してマイナスである

資産グループ及び遊休状態にあり今

後も使用の目処がたっていない資産

グループの帳簿価額を回収可能価額

まで減損し、518,580千円の減損損失

を計上しております。 

 なお、回収可能価額は、相続税評

価額をもとにした正味売却価額によ

っております。 

場所 用途 種類 

石川県白山市他 工場 土地 

石川県金沢市 遊休資産 土地 

※３  

     ―――――― 

※３ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グ

ループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上しております。 

 工場設備については、継続して収

支を把握している単位で、遊休資産

については、当該資産単独での資産

のグルーピングを行っております。

上記資産について、営業活動から生

じる損益が継続してマイナスである

資産グループ及び遊休状態にあり今

後も使用の目処がたっていない資産

グループの帳簿価額を回収可能価額

まで減損し、518,580千円の減損損失

を計上しております。 

 なお、回収可能価額は、相続税評

価額をもとにした正味売却価額によ

っております。 

場所 用途 種類 

石川県白山市他 工場 土地 

石川県金沢市 遊休資産 土地 



(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 発行済株式の種類及び自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加695株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 
  

３ 配当に関する事項 

  該当事項はありません。     

    

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

  前連結会計年度末 

株式数(千株) 

当中間連結会計期間増加

株式数(千株) 

当中間連結会計期間減少

株式数(千株) 

当中間連結会計期間末

株式数(千株) 

発行済株式         

普通株式 12,911 ― ― 12,911 

合計 12,911 ― ― 12,911 

自己株式         

普通株式 193 0 ― 193 

合計 193 0 ― 193 

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 

(平成17年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 302,423千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

― 

現金及び現金同等物 302,423 

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 

(平成18年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 211,428千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

―

現金及び現金同等物 211,428 

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日現在) 

現金及び預金勘定 153,487千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

― 

現金及び現金同等物 153,487 



(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) 

１ 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 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

  

  

取得価額 
相当額 
  

(千円) 

  

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

  

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

機械装置 11,000  9,013  1,986

その他 28,502  16,189  12,313

合計 39,502  25,203  14,299

  

  

取得価額
相当額 
  

(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

機械装置 27,309 11,527 15,781

その他 33,052 22,346 10,705

合計 60,361 33,873 26,487

取得価額
相当額 
  

(千円) 

 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

  

期末残高
相当額 
  

(千円) 

機械装置 11,000 9,930  1,069

その他 28,502 19,002  9,499

合計 39,502 28,932  10,569

② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 7,867千円

１年超 7,581  

合計 15,449  

② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 8,825千円

１年超 18,539  

合計 27,364  

② 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 7,168千円

１年超 4,398  

合計 11,566  

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 4,288千円

減価償却費 
相当額 

3,729  

支払利息 
相当額 

550  

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 5,636千円

減価償却費
相当額 

4,865

支払利息
相当額 

645

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 8,668千円

減価償却費
相当額 

7,459  

支払利息
相当額 

1,002  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

  

Ⅰ 前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

  

Ⅱ 当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

  

Ⅲ 前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

  

  取得原価 
中間連結貸借 
対照表計上額 

差額 

(1) 株式 295,675千円 720,668千円 424,993千円 

(1) その他有価証券   

非上場株式 25,546千円 

  取得原価 
中間連結貸借 
対照表計上額 

差額 

(1) 株式 295,675千円 631,329千円 335,653千円 

(1) その他有価証券   

非上場株式 25,546千円 

  取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

(1) 株式 295,675千円 816,660千円 520,985千円 

(1) その他有価証券   

非上場株式 25,546千円 



(デリバティブ取引関係) 

当社グループは、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいてもデリバテ

ィブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

  



(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) 

製品の種類、性質、製造方法、販売市場等が類似しているために単一セグメントとし、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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  



【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) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

  



(１株当たり情報) 

  

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しませんので記載しておりません。 

２ １株当たり中間(当期)純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(重要な後発事象) 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
(自 平成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 178円87銭 １株当たり純資産額 163円36銭 １株当たり純資産額 175円37銭

１株当たり中間純損失金
額 

27円87銭
１株当たり中間純損失金
額 

3円27銭
１株当たり当期純損失金
額 

36円51銭

  
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(当期)純損失(千円) 355,574 41,526 464,407 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期) 
純損失(千円) 

355,574 41,526 464,407

普通株式の期中平均株式数(千株) 12,757 12,717 12,719 

  
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) 

純資産の部の合計額(千円) ― 2,077,492 ― 

普通株式に係る中間期末の 
純資産額(千円) 

― 2,077,492 ―

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数(千株) 

― 12,717 ― 



(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   290,020    199,492   146,328    

２ 受取手形 ※３ 6,004    3,013   4,398    

３ 売掛金   182,342    208,097   178,497    

４ たな卸資産   85,246    89,931   120,541    

５ 原材料等保証金   2,633    2,577   2,790    

６ 未収入金   2,859    2,774   5,084    

７ その他   17,300    8,955   16,645    

貸倒引当金   △7,367    △7,367   △7,367    

流動資産合計     579,039 14.6  507,474 13.6   466,918 11.9

Ⅱ 固定資産                

１ 有形固定資産 ※１ 
※２        

(1) 建物   997,407    1,050,602   1,072,696    

(2) 機械及び装置   453,598    413,909   442,434    

(3) 土地   941,329    944,662   944,662    

(4) 建設仮勘定   95,434    ―   ―    

(5) その他   22,428    20,174   20,982    

計   2,510,199    2,429,349   2,480,776    

２ 無形固定資産   757    1,471   757    

３ 投資その他の資産                

(1) 投資有価証券 ※２ 795,231    705,891   891,222    

(2) 関係会社 
  長期貸付金   346,623   339,678 332,346   

(3) その他   20,878    15,390   15,390    

貸倒引当金   △279,016    △274,488   △271,096    

計   883,716    786,471   967,862    

固定資産合計     3,394,673 85.4  3,217,292 86.4   3,449,397 88.1

資産合計     3,973,712 100.0  3,724,767 100.0   3,916,315 100.0

           



  

  

    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   23,280    23,752   24,871    

２ 買掛金   91,732    100,353   130,861    

３ 短期借入金 ※２ 543,000    543,000   543,000    

４ １年以内に返済する 
  長期借入金 ※２ 18,704   63,464 24,856   

５ 未払法人税等   1,960    1,200   690    

６ 賞与引当金   4,680    3,615   4,721    

７ その他   130,676    59,259   50,224    

流動負債合計     814,034 20.5  794,645 21.3   779,224 19.9

Ⅱ 固定負債                

１ 長期借入金 ※２ 112,696    125,898   100,268    

２ 繰延税金負債   292,627    251,032   328,060    

３ 再評価に係る 
  繰延税金負債   327,789   327,789 327,789   

４ 退職給付引当金   12,532    14,342   13,435    

５ 役員退職引当金   46,788    46,788   46,788    

固定負債合計     792,434 19.9  765,851 20.6   816,341 20.8

負債合計     1,606,468 40.4  1,560,496 41.9   1,595,566 40.7

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     714,000 18.0  ― ―   714,000 18.2

Ⅱ 資本剰余金                

１ 資本準備金   1,257    ―   1,257    

資本剰余金合計     1,257 0.0  ― ―   1,257 0.0

Ⅲ 利益剰余金                

１ 利益準備金   178,500    ―   178,500    

２ 任意積立金   211,388    ―   211,388    

３ 中間(当期) 
  未処分利益   538,448   ― 434,714   

利益剰余金合計     928,337 23.4  ― ―   824,603 21.1

Ⅳ 土地再評価差額金     470,150 11.8  ― ―   470,150 12.0

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金    254,996 6.4 ― ―   312,591 8.0

Ⅵ 自己株式     △1,496 △0.0  ― ―   △1,853 △0.0

資本合計     2,367,244 59.6  ― ―   2,320,749 59.3

負債資本合計     3,973,712 100.0  ― ―   3,916,315 100.0

           



  

  

  

    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     ― ―  714,000 19.2   ― ―

２ 資本剰余金                

(1) 資本準備金   ―    1,257   ―    

資本剰余金合計     ― ―  1,257 0.0   ― ―

３ 利益剰余金                

(1) 利益準備金   ―    178,500   ―    

(2) その他利益剰余金                

従業員保護資金   ―    13,000   ―    

配当引当金   ―    10,000   ―    

   固定資産圧縮 
   積立金   ―    179,497   ―    

繰越利益剰余金   ―    398,421   ―    

利益剰余金合計     ― ―  779,419 20.9   ― ―

４ 自己株式     ― ―  △1,948 △0.0   ― ―

株主資本合計     ― ―  1,492,728 40.1   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― ― 201,392 5.4   ― ―

２ 土地再評価差額金     ― ―  470,150 12.6   ― ―

評価・換算差額等 
合計    ― ― 671,542 18.0   ― ―

純資産合計     ― ―  2,164,271 58.1   ― ―

負債純資産合計     ― ―  3,724,767 100.0   ― ―

           



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     717,924 100.0  798,126 100.0   1,426,807 100.0

Ⅱ 売上原価     717,156 99.9  751,508 94.2   1,443,537 101.2

売上総利益     768 0.1  46,617 5.8   ― ―

売上総損失     ― ―  ― ―   16,730 1.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費     99,948 13.9  93,962 11.7   194,617 13.6

営業損失     99,179 13.8  47,345 5.9   211,347 14.8

Ⅳ 営業外収益 ※１   15,364 2.1  14,349 1.8   25,811 1.8

Ⅴ 営業外費用 ※２   24,366 3.3  14,819 1.9   28,997 2.0

経常損失     108,181 15.1  47,814 6.0   214,533 15.0

Ⅵ 特別利益 ※３   50,027 7.0  ― ―   50,027 3.5

Ⅶ 特別損失 ※４   518,580 72.2  ― ―   518,580 36.3

税引前中間(当期) 
純損失    576,734 80.3 47,814 6.0   683,086 47.9

法人税、住民税 
及び事業税   344   265 689   

法人税等調整額 ※５ △203,930 △203,585 △28.3 △2,895 △2,630 △0.3 △206,893 △206,204 △14.5

中間(当期)純損失     373,149 52.0  45,183 5.7   476,882 33.4

前期繰越利益     623,349   ―    623,349  

再評価差額金取崩額     288,247   ―    288,247  

中間(当期)未処分 
利益    538,448 ―   434,714 

           



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) 

  

  

  
次へ 

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 714,000 1,257 1,257 

中間会計期間中の変動額       

 固定資産圧縮積立金の取崩       

 中間純損失       

 自己株式の取得       

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)       

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― ― 

平成18年９月30日残高(千円) 714,000 1,257 1,257 

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 
従業員保護

資金 
配当引当金

固定資産圧

縮積立金 

繰越利益

剰余金 

平成18年３月31日残高(千円) 178,500 13,000 10,000 188,389 434,714 824,603 △1,853 1,538,007 

中間会計期間中の変動額                 

 固定資産圧縮積立金の取崩       △8,890 8,890 ―   ― 

 中間純損失         △45,183 △45,183   △45,183 

 自己株式の取得             △95 △95 

 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) ― ― ― △8,890 △36,293 △45,183 △95 △45,279 

平成18年９月30日残高(千円) 178,500 13,000 10,000 179,497 398,421 779,419 △1,948 1,492,728 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価
差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(千円) 312,591 470,150 782,741 2,320,749 

中間会計期間中の変動額         

 固定資産圧縮積立金の取崩       ― 

 中間純損失       △45,183 

 自己株式の取得       △95 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △111,198   △111,198 △111,198 

中間会計期間中の変動額合計(千円) △111,198 ― △111,198 △156,478 

平成18年９月30日残高(千円) 201,392 470,150 671,542 2,164,271 



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 

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。 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

 同左 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

 同左 

  その他有価証券 

① 時価のあるもの 

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定)によって

おります。 

その他有価証券 

① 時価のあるもの 

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定)によ

っております。 

その他有価証券 

① 時価のあるもの 

期末日の市場価格等

に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定)によっておりま

す。 

  ② 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。 

② 時価のないもの 

同左 

② 時価のないもの 

同左 

  (2) たな卸資産 

製品 月次総平均法に

よる原価法を採

用しておりま

す。 

原材料 〃 

仕掛品 〃 

貯蔵品 移動平均法によ

る原価法を採用

しております。

(2) たな卸資産 

製品 同左 

  

  

  

原材料 〃 

仕掛品 〃 

貯蔵品 〃 

  

  

(2) たな卸資産 

製品 同左 

  

  

  

原材料 〃 

仕掛品 〃 

貯蔵品 〃 

  

  

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

松任工場分は定額法、

その他は定率法によって

おります。なお、主な耐

用年数は以下のとおりで

あります。 

建物 ８～60年

構築物 10～60年

機械装置 ５～10年

車両運搬具 ４～10年

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

定額法を採用しており

ます。 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しており

ます。 

なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づいておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しており

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) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

中間期末現在の売掛債

権その他の債権額に対

し、債権内容その他相手

先の財政状態等により、

合理的に見積った額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

期末現在の売掛債権そ

の他の債権額に対し、債

権内容その他相手先の財

政状態等により、合理的

に見積った額を計上して

おります。 

  (2) 賞与引当金 

従業員賞与の支払に充

てるため、支給見込額に

基づき計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務に

基づき、当中間会計期間

末において発生している

と認められる額を計上し

ております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務の

見込額を計上しておりま

す。 

  (4) 役員退職引当金 

役員の退職金の支出に

備えるため、内規に基づ

く要支給額を計上してお

ります。 

なお、繰入について

は、凍結しております。 

(4) 役員退職引当金 

役員の退職金の支出に

備えるため、内規に基づ

く基準額相当額を計上し

ております。 

なお、第80期より繰入

は、凍結しております。 

(4) 役員退職引当金 

役員の退職金の支出に

備えるため、内規に基づ

く支給額を計上しており

ますが、平成14年度より

繰入については、凍結し

ております。 

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への

換算基準 

外貨建金銭債権債務は、

中間期末日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

  ―――――   ――――― 

５ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に準じた会

計処理によっております。 

同左 同左 

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 

消費税等の会計処理 

税抜き方式によってお

ります。なお、仮払消費

税等及び仮受消費税等は

相殺の上、流動負債のそ

の他に含めて表示してお

ります。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理方

法は、税抜方式によって

おります。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

次へ 

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

適用しております。これにより税引前

中間純損失は518,580千円増加してお

り、中間純損失が317,613千円増加し

ております。 
なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き、資産の金額から直接控除しており

ます。 

     ―――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 
当事業年度より、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)

を適用しております。これにより税

引前当期純損失は518,580千円増加し

ており、当期純損失が317,613千円増

加しております。 
なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき、

資産の金額から直接控除しておりま

す。 

     ―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等) 
(自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正) 
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)並びに改正後の「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。 
なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は2,164,271千円でありま

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) 

  

  

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

額は、3,086,721千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、3,228,735千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は3,163,300千円でありま

す。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

  

  

上記資産を担保に供している債

務 

  

 投資有価証券 438,720千円

有形固定資産   

 建物 744,659千円

 土地 766,089 

  計 1,510,748 

  合計 1,949,468 

１年以内に返済 
する長期借入金 

18,704千円

長期借入金 112,696 

短期借入金 543,000 

合計 674,400 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

  

  

上記資産を担保に供している債

務 

  

 投資有価証券 338,560千円

有形固定資産   

 建物 812,168千円

 土地 769,422 

  計 1,581,591 

  合計 1,920,151 

１年以内に返済
する長期借入金

63,464千円

長期借入金 125,898 

短期借入金 543,000 

合計 732,362 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

  

  

上記資産を担保に供している債

務 

  

 投資有価証券 461,280千円

有形固定資産   

 建物 827,374千円

 土地 769,422 

  計 1,596,796 

  合計 2,058,077 

１年以内に返済 
する長期借入金 

24,856千円

長期借入金 100,268 

短期借入金 543,000 

合計 668,124 

※３   ――――― ※３ 中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当中

間会計期間の末日は金融機関の

休日であったため、次の満期手

形が中間期末残高に含まれてお

ります。 

   受取手形   1,178千円 

※３   ――――― 



(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 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,994千円

受取配当金 5,343  

不動産収益 4,022  

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,783千円

受取配当金 4,877  

不動産収益 3,413  

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 4,269千円

受取配当金 7,140  

不動産収益 7,221  

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 7,545千円

貸倒引当金 
繰入額 

12,000

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 7,213千円

貸倒引当金
繰入額 

3,392

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 15,700千円

製品不良等
補償金 

1,903  

貸倒引当金
繰入額 

4,080  

※３ 特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券 
売却益 

50,027千円

※３   ―――――― ※３ 特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券
売却益 

50,027千円

※４ 特別損失のうち主要なもの 

  減損損失 

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計上

しております。 

 工場・設備については、継続して

収支を把握している単位で、遊休資

産については、当該単独での資産グ

ルーピングを行っております。 

 上記資産について、営業活動から

生じる損益が継続してマイナスであ

る資産グループ及び遊休状態にあり

今後も使用の目処がたっていない資

産グループの帳簿価額を、回収可能

価額まで減額し、518,580千円の減

損損失を計上しております。なお、

回収可能価額は、相続税評価額をも

とにした正味売却価額によっており

ます。 

減損損失 518,580千円

場所 用途 種類 

石川県白山市他 工場 土地 

石川県金沢市 遊休資産 土地 

※４   ―――――― 

   

  

※４ 特別損失のうち主要なもの 

  減損損失 

 当事業年度において、当社は以下

の資産について減損損失を計上して

おります。 

 工場・設備については、継続して

収支を把握している単位で、遊休資

産については、当該単独での資産グ

ルーピングを行っております。 

 上記資産について、営業活動から

生じる損益が継続してマイナスであ

る資産グループ及び遊休状態にあり

今後も使用の目処がたっていない資

産グループの帳簿価額を、回収可能

価額まで減額し、518,580千円の減

損損失を計上しております。なお、

回収可能価額は、相続税評価額をも

とにした正味売却価額によっており

ます。 

減損損失 518,580千円

場所 用途 種類 

石川県白山市他 工場 土地 

石川県金沢市 遊休資産 土地 

※５ 当中間会計期間における法人

税等調整額は、固定資産圧縮積

立金を利益処分により取り崩し

たものとみなして計算しており

ます。 

※５ 当中間会計期間における法人

税等調整額は、固定資産圧縮積

立金を取り崩したものとみなし

て計算しております。 

※５   ―――――― 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 73,056千円

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 65,435千円

無形固定資産 44千円

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 149,634千円



(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 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加695株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

   

前へ   次へ 

  前事業年度末 

株式数(千株) 

当中間会計期間 

増加株式数(千株) 

当中間会計期間 

減少株式数(千株) 

当中間会計期間末 

株式数(千株) 

自己株式     

 普通株式 16 0 ― 17 

 合計 16 0 ― 17 



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 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 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

  

  

取得価額 
相当額 
  

(千円) 

  

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

  

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

機械装置 11,000  9,013  1,986

その他 28,502  16,189  12,313

合計 39,502  25,203  14,299

  

  

取得価額
相当額 
  

(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

機械装置 27,309 11,527 15,781

その他 33,052 22,346 10,705

合計 60,361 33,873 26,487

取得価額
相当額 
  

(千円) 

 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

  

期末残高
相当額 
  

(千円) 

機械装置 11,000 9,930  1,069

その他 28,502 19,002  9,499

合計 39,502 28,932  10,569

② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 7,867千円

１年超 7,581  

合計 15,449  

② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 8,825千円

１年超 18,539  

合計 27,364  

② 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 7,168千円

１年超 4,398  

合計 11,566  

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 4,288千円

減価償却費 
相当額 

3,729  

支払利息 
相当額 

550  

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 5,636千円

減価償却費
相当額 

4,865

支払利息
相当額 

645

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 8,668千円

減価償却費
相当額 

7,459  

支払利息
相当額 

1,002  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

  



(１株当たり情報) 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しませんので記載しておりません。 

２ １株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 (重要な後発事象) 

  該当事項はありません。 

前へ     

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 183円55銭 １株当たり純資産額 167円85銭 １株当たり純資産額 179円98銭

１株当たり中間純損失金
額 

28円93銭
１株当たり中間純損失金
額 

3円50銭
１株当たり当期純損失金
額 

36円97銭

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純損失(千円) 373,149 45,183 476,882 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期) 
純損失(千円) 

373,149 45,183 476,882

普通株式の期中平均株式数(千株) 12,896 12,893 12,895 

  
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) 

純資産の部の合計額(千円) ― 2,164,271 ― 

普通株式に係る中間期末の純資産
額(千円) 

― 2,164,271 ―

１株当たり純資産額の算定に用い
られた普通株式の数(千株) 

― 12,893 ― 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



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) 有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度 第83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 

  

  



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20日

北日本紡績株式会社 

  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」に掲げられている北日本

紡績株式会社の平成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需要な虚偽の

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、北日本紡績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 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、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を適用しているため、当該会計基準により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 

  

永昌監査法人 

代表社員 
業務執行社員

  公認会計士  松  田  俊  雄  ㊞ 

      

代表社員 
業務執行社員

  公認会計士  山  本  栄  一  ㊞ 

  
※ 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20日

北日本紡績株式会社 

  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」に掲げられている北日本

紡績株式会社の平成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需要な虚偽の

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、北日本紡績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 

  

永昌監査法人 

代表社員 
業務執行社員

  公認会計士  松  田  俊  雄  ㊞ 

      

代表社員 
業務執行社員

  公認会計士  山  本  栄  一  ㊞ 

  
※ 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20日

北日本紡績株式会社 

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」に掲げられている北日本

紡績株式会社の平成17年４月1日から平成18年３月31日までの第83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、北日本紡績株式会社の平成17年９月30日現在の財務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と認める。 

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更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を適用しているため、当該会計基準により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 

永昌監査法人 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士  松  田  俊  雄  ㊞ 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士  山  本  栄  一  ㊞ 

  
※ 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20日

北日本紡績株式会社 

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」に掲げられている北日本

紡績株式会社の平成18年４月1日から平成19年３月31日までの第84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、北日本紡績株式会社の平成18年９月30日現在の財務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 

永昌監査法人 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士  松  田  俊  雄  ㊞ 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士  山  本  栄  一  ㊞ 

  
※ 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、その原本は当社が別途保管しております。 
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