
 
  

【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成19年12月26日

【中間会計期間】 第85期中(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)

【会社名】 北日本紡績株式会社

【英訳名】 KITANIHON SPINNING CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  直 山 秀 人

【本店の所在の場所】 白山市福留町201番地１

【電話番号】 (076)277－7530

【事務連絡者氏名】 常務取締役  大 杉 幸 正

【最寄りの連絡場所】 白山市福留町201番地１

【電話番号】 (076)277－7532

【事務連絡者氏名】 常務取締役  大 杉 幸 正

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社大阪証券取引所

 (大阪市中央区北浜１丁目８番16号)



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 

  

 
  

第一部 【企業情報】

回次 第83期中 第84期中 第85期中 第83期 第84期

会計期間

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19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 717 798 766 1,426 1,632

経常損失 (百万円) 90 44 70 201 112

中間(当期)純損失 (百万円) 355 41 67 464 107

純資産額 (百万円) 2,281 2,077 1,912 2,230 2,021

総資産額 (百万円) 3,922 3,673 3,572 3,863 3,589

１株当たり純資産額 (円) 178.87 163.36 154.75 175.37 163.55

１株当たり中間 
(当期)純損失金額

(円) 27.87 3.27 5.48 36.51 8.54

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 (％) 58.2 56.6 53.6 57.7 56.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 36 8 2 0 △ 9

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 68 △14 △ 70 △36 △ 24

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 0 64 125 △6 31

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 302 211 208 153 150

従業員数 (人) 139 143 136 139 151



(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83期中 第84期中 第85期中 第83期 第84期

会計期間

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19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 717 798 766 1,426 1,632

経常損失 (百万円) 108 47 69 214 112

中間(当期)純損失 (百万円) 373 45 66 476 111

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) 2,367 2,164 1,950 2,320 2,058

総資産額 (百万円) 3,973 3,724 3,571 3,916 3,589

１株当たり純資産額 (円) 183.55 167.85 157.77 179.98 166.51

１株当たり中間 
(当期)純損失金額

(円) 28.93 3.50 5.42 36.97 8.80

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 (％) 59.6 58.1 54.6 59.3 57.3

従業員数 (人) 46 36 37 41 49



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19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19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 102

仮撚部門 18

事務部門 16

合計 136

従業員数(人) 37



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、企業の活発な生産・輸出による好調な業績に支えられ緩やかなが

ら拡大基調を維持しております。しかしながら、原油価格の高騰や円安の反転に加え、サブプライムロ

ーン問題などによって米国景気が減速感を強める可能性が高まる中で、ここへきて景気の踊り場感が出

てきました。製造業においては輸出好調なるも国内設備投資が一巡、一方非製造業の中でとりわけ卸小

売業は、住民税負担の増加・年金問題・株価下落と相俟って個人消費の停滞感をより強めております。

繊維景況は、衣料用で婦人ニットブーム（レギンス）の流行や、アウトドア用の高密度織物の輸出需

要などに明るい要因があったものの力強さを欠いております。自動車関連では、好調な輸出に支えられ

堅調なるも国内販売台数減少で勢いを失いつつあり先行きが懸念されます。寝装関連では、布団需要の

低迷から抜け出せず、マンション販売・住宅着工戸数の減少・輸入品の増加がインテリア関連にも大き

く影を落としております。また、原油価格の高騰によるコストアップが依然として続いており、国内繊

維事業全体の収益を圧迫しております。 

このような景況感の中で、当社主力のポリエステル市況は混迷状態から脱しきれず、依然として厳し

い経営環境が続きました。 

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766百万円と前中間連

結会計期間に比べ31百万円（3.9％）の減収となり、営業損失は72百万円と前中間連結会計期間に比べ

27百万円、経常損失は70百万円と前中間連結会計期間に比べ26百万円それぞれ増加し、法人税等調整額

２百万円を計上した結果、中間純損失67百万円（前中間連結会計期間は41百万円の中間純損失）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 

産業資材分野では当社基幹商品に育ちつつあるアラミド繊維（高機能難燃繊維）の需要が前期に引き

続き自動車関連資材向けを中心に堅調に推移しておりますが、原料タイトな状況からやや伸び悩んでお

ります。しかしながら、期初から新たに高強力繊維の紡績糸の受注が決まり、高機能糸製造を担う紡績

第２工場も原綿着色糸の受注が増加し順調に稼動しております。 

一方衣料分野では、当社間接輸出の中近東向け民族衣装トーブは特化素材（商標：ネスト）を複合し

たブランド糸（商標：ソードフィル）が中近東マーケットに値強い需要があり、受注を盛り返してきて

おります。カーシート用紡績糸や一般衣料紡績糸は原料価格の値上がりと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に取り組んだ結果、開発商品の一部受注に結びつき生産はフル稼働したもの

の、合理化・効率化のための諸施策を上回る原材料価格の値上がりもあり収益改善には至りませんでし

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定着から苦戦を強いられておりま

すが、スポーツ関連ではトレーニングウエア用や婦人ニット用で底堅い動きが見られたほか、雑品関係

の細幅織物用２ヒーター糸の需要が堅調に推移しました。産業資材用では、カーシート用途が自動車の

輸出好調を背景に底堅く推移しましたが全体的には原材料値上げによる影響が大きく引き続き厳しい状

況が続いております。このような中で、原糸メーカー特化素材の新商品開発・受注に取り組みフル生産

となりましたが原料値上げによるコストアップを吸収できず加工賃低下とも相俟って収益改善には至り

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57百万円増加し、当中間連結会計期間には208百万円となりました。 

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、次のとおりでありま

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資金の増加は２百万円（前中間連結会計期間比△72.7％）となりまし

た。これは、税金等調整前中間純損失が70百万円と低調に推移したことによるものであります。 

（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資金の減少は70百万円（前中間連結会計期間は14百万円の減少）となり

ました。これは、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資金の増加は125百万円（前中間連結会計期間比＋95.7％）となりまし

た。これは主に、短期借入金の増加による収入が60百万円、長期借入れによる収入が１億円あった一方

で、長期借入金の返済による支出が34百万円あったことによるものであります。 

  



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 547,667 0.7

仮撚部門 200,661 0.8

合計 748,329 0.7

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 515,040 △23.4 291,705 △16.2

仮撚部門 181,860 △14.8 93,641 △10.5

合計 696,900 △21.3 385,346 △14.8

部門別 金額(千円) 前年同期比(％)

紡績部門 590,142 △3.9

仮撚部門 176,707 △4.0

合計 766,849 △3.9

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㈱ 264,306 33.1 241,188 31.5

帝人テクノプロダクツ㈱ 190,322 23.8 163,114 21.3

㈱エムエムコーポレーション 63,710 8.0 121,036 15.8

㈲ケイティーコーポレーション 98,088 12.3 78,195 10.2



３ 【対処すべき課題】 

繊維業界とりわけポリエステル市況は、中国・東南アジアの安価な製品に押され長期の低迷状態にお

かれている中で、原油価格の高騰が国内製造の圧迫要因となり、さらに混迷度を深めており、当社の経

営環境に一層の厳しさを増しております。 

当社の経営課題は収益改善を強力に推し進めることであり、その為には生産のコスト削減・効率化諸

施策の弛みない実行は言うまでもないところではありますが、原糸メーカーとの連携を更に強化しなが

ら定番品製造からの脱却、高付加価値商品の開発・販売拡大が喫緊の課題です。特に資材分野に対する

生産・販売を原糸メーカーと共に強固に取り組み、安全・環境・軽量化・リサイクルのニーズに対応で

きる機能素材を主力に位置付け、高品位・高機能製品の供給をより一層加速させて参ります。高度な紡

績技術をもっての新商品開発及びその販売先の開拓・業容拡大が収益拡大に結びつくものと確信いたし

ております。 

 当社株式は、東証大証各2部に上場しておりますが、平成19年11月の月間平均上場時価総額が10億円

未満となりました。東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第4号ａでは、9ヶ月（事業の現状、今

後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ヶ月以内に東

京証券取引所に提出しない場合にあっては3ヶ月）以内に、毎月の月間平均上場時価総額及び月末上場

時価総額が10億円以上とならないときは、上場廃止になる旨規定されております。 

 当社は、平成20年2月末までに「事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が

必要と認める事項を記載した書面」を提出し、上場廃止の猶予期間を9ヶ月に延長する方針でありま

す。 

 なお、大阪証券取引所の上場時価総額による上場廃止基準は5億円であり、当社はこれに該当してお

りません。 

 当社挙げて収益改善の諸施策を間断なく推し進め企業価値を高めるため邁進し、今後とも東京証券取

引所での上場を維持するよう努めてまいる所存であります。 

  

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、関係各社と協力し、高付加価値商品、当社独自の新技術紡績糸の商品化に

取り組んでおります。 

なお、研究開発費は、販売費及び一般管理費に9,512千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。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 
  
   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19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

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 ―      ―



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成19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19年４月１日～ 
平成19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 白山市福留町２００番地 1,489 11.53

直山楢一 金沢市本多町 802 6.21

丸山三千夫 山梨県中巨摩郡昭和町 555 4.29

北日本紡績㈱ 白山市福留町２０１番地１ 548 4.25

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

日本証券金融㈱ 中央区日本橋茅場町１丁目２-10 485 3.75

㈱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 448 3.46

三井住友海上火災保険㈱ 東京都中央区新川２丁目27-２ 320 2.47

北日本紡績取引先持株会 白山市福留町２０１番地１ 300 2.32

計 ― 5,898 45.68



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19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19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 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 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。 

  

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 548,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,277,000 12,277 ―

単元未満株式 普通株式   86,000 ― 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 ― 12,277 ―

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

548,000 ― 548,000 4.24

計 ― 548,000 ― 548,000 4.24

月別
平成19年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 98 93 96 93 87 98

低(円) 85 82 81 83 70 63



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18年４月１日から平成18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19年４月１日から平成19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18年４月１日から平成18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19年４月１日から平成19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、及び前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月31日まで)

の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財務諸表、及び当中間会計期間(平成19年

４月１日から平成19年９月30日まで)の中間財務諸表について、永昌監査法人による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18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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 211,428 208,064 150,626

 ２ 受取手形及び売掛金 ※３ 211,110 176,503 216,397

 ３ たな卸資産 89,879 123,431 101,241

 ４ その他 16,733 12,707 7,444

 ５ 貸倒引当金 △7,367 ― ―

    流動資産合計 521,784 14.2 520,706 14.6 475,710 13.3

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1,2

  (1) 建物及び構築物 1,100,391 1,084,573 1,078,388

  (2) 機械装置 
    及び運搬具

415,223 357,105 379,919

  (3) 土地 954,662 976,138 954,662

  (4) その他 8,831 2,479,108 7,808 2,425,626 8,869 2,421,840

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 713 1,094 1,230

  (2)施設利用権 807 1,521 807 1,902 807 2,038

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 704,262 611,322 679,825

  (2) その他 15,390 14,300 11,550

  (3) 貸倒引当金 △48,466 671,185 △ 1,080 624,542 △1,080 690,295

    固定資産合計 3,151,815 85.8 3,052,070 85.4 3,114,174 86.7

   資産合計 3,673,600 100.0 3,572,777 100.0 3,589,885 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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 124,105 123,734 115,205

 ２ 短期借入金 ※２ 606,464 678,118 603,264

 ３ 未払法人税等 1,310 1,032 1,704

 ４ 賞与引当金 18,967 18,755 19,745

 ５ その他 79,409 72,999 86,140

    流動負債合計 830,256 22.6 894,640 25.0 826,060 23.0

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 125,898 147,446 96,666

 ２ 繰延税金負債 251,032 224,683 254,910

 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 14,342 18,445 15,680

 ５ 役員退職引当金 46,788 46,788 46,788

    固定負債合計 765,851 20.8 765,153 21.4 741,835 20.7

   負債合計 1,596,108 43.4 1,659,793 46.4 1,567,895 43.7

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 714,000 19.4 714,000 20.0 714,000 19.9

 ２ 資本剰余金 1,257 0.0 1,257 0.0 1,257 0.0

 ３ 利益剰余金 747,650 20.4 614,235 17.2 682,041 19.0

 ４ 自己株式 △56,958 △1.5 △ 57,109 △1.6 △57,013 △1.6

    株主資本合計 1,405,949 38.3 1,272,382 35.6 1,340,285 37.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

201,392 5.5 170,451 4.8 211,553 5.9

 ２ 土地再評価差額金 470,150 12.8 470,150 13.2 470,150 13.1

    評価・換算差額等 
    合計

671,542 18.3 640,601 18.0 681,703 19.0

   純資産合計 2,077,492 56.6 1,912,984 53.6 2,021,989 56.3

   負債純資産合計 3,673,600 100.0 3,572,777 100.0 3,589,885 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19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18年４月１日
至 平成19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 798,126 100.0 766,849 100.0 1,632,716 100.0

Ⅱ 売上原価 749,663 93.9 743,697 97.0 1,553,905 95.2

   売上総利益 48,462 6.1 23,152 3.0 78,811 4.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２

 １ 発送運賃及び 
   保管料

21,233 21,286 43,459

 ２ 役員報酬 12,429 12,729 25,009

 ３ 給料手当 25,861 27,241 63,023

 ４ 賞与引当金繰入額 3,460 2,860 3,633

 ５ その他 30,785 93,769 11.7 31,519 95,637 12.5 54,132 189,258 11.6

   営業損失 45,306 △5.6 72,485 △9.5 110,447 △6.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 38 182 150

 ２ 受取配当金 4,877 6,285 7,150

 ３ その他 7,772 12,687 1.5 9,827 16,295 2.1 14,167 21,468 1.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 7,213 10,851 16,400

 ２ その他 4,214 11,427 1.4 3,340 14,192 1.8 7,047 23,447 1.4

   経常損失 44,046 △5.5 70,382 △9.2 112,426 △6.9

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入額 ― ― ― ― ― 47,386 47,386 2.9

Ⅶ 特別損失

 １ 投資有価証券評価損 ― ― ― ― ― 47,386 47,386 2.9

   税金等調整前 
   中間(当期)純損失

44,046 △5.5 70,382 △9.2 112,426 △6.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

375 250 500

   法人税等調整額 ※１ △2,895 △2,520 △0.3 △ 2,825 △ 2,575 △0.3 △5,790 △5,290 △0.3

   中間(当期)純損失 41,526 △5.2 67,806 △8.9 107,135 △6.6



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年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



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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19年３月31日残高(千円) 714,000 1,257 682,041 △ 57,013 1,340,285

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 △ 67,806 △ 67,806

 自己株式の取得 △ 96 △ 96

 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)

― ― △ 67,806 △ 96 △ 67,902

平成19年９月30日残高(千円) 714,000 1,257 614,235 △ 57,109 1,272,382

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19年３月31日残高(千円) 211,553 470,150 681,703 2,021,989

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 ― △ 67,806

 自己株式の取得 ― △ 96

 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)

△ 41,102 ― △ 41,102 △ 41,102

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

△ 41,102 ― △ 41,102 △ 109,005

平成19年９月30日残高(千円) 170,451 470,150 640,601 1,912,984



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 714,000 1,257 789,176 △56,862 1,447,571

連結会計年度中の変動額

 当期純損失 △107,135 △107,135

 自己株式の取得 △150 △150

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

―

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

― ― △107,135 △150 △107,285

平成19年３月31日残高(千円) 714,000 1,257 682,041 △57,013 1,340,285

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

連結会計年度中の変動額

 当期純損失 ― △107,135

 自己株式の取得 ― △150

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△101,037 △101,037 △101,037

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△101,037 ― △101,037 △208,323

平成19年３月31日残高(千円) 211,553 470,150 681,703 2,021,989



次へ 

④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19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18年４月１日

至 平成19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 △44,046 △ 70,382 △ 112,426

   減価償却費 65,480 61,883 131,685

   賞与引当金の減少額 △794 △ 990 △ 16

   受取利息及び受取配当金 △4,915 △ 6,467 △ 7,301

   支払利息 7,213 10,851 16,400

   投資有価証券評価損             ― ― 47,386

   退職給付引当金の増加額 907 2,765 2,245

   売上債権の増減額(増加：△) △28,214 39,894 △ 33,500

   たな卸資産の増減額(増加：△) 30,661 △ 22,189 19,299

   未収入金の増減額(増加：△) 9,230 △ 911 9,657

   仕入債務の増減額(減少：△) △31,627 8,529 △ 40,528

   貸倒引当金の減少額            ― ― △54,754

   その他 7,368 △ 15,875 22,048

    小計 11,262 7,108 195

   利息及び配当金の受取額 4,915 6,467 7,301

   利息の支払額 △7,215 △ 10,855 △ 16,414

   法人税等の支払額 △829 △ 500 △ 829

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
8,132 2,220 △ 9,747

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 ― ― △ 6,015

   有形固定資産の取得による支出 △14,332 △ 70,319 △ 22,593

   その他 ― ― 3,840

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△14,332 △ 70,319 △ 24,768

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増加額 ― 60,000 ―

   長期借入れによる収入 80,000 100,000 80,000

   長期借入金の返済による支出 △15,762 △ 34,366 △ 48,194

   自己株式の取得による支出 △95 △ 96 △ 150

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
64,142 125,537 31,655

Ⅳ 現金及び現金同等物 

  の増減額(減少：△)
57,941 57,438 △ 2,860

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 153,487 150,626 153,487

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高
211,428 208,064 150,626



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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)持分法適用会社の承徳
帝賢北日本紡績有限公司
は、中間決算日が中間連結
決算日と異なるため、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)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
同左

(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
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。

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
…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

(会計方針の変更) 

法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月30

 

(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



 
  

日 政令第83号))に伴

い、平成19年４月１日以

降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法

に変更しております。

なお、これによる当中

間連結会計期間の損益に

与える影響は軽微であり

ます。

(追加情報)

なお、平成19年３月31

日以前に取得したものに

ついては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌

年から取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額

を５年間で均等償却して

おります。

当該変更に伴い売上総利

益が10,363千円減少し、

営業損失、経常損失、税

金等調整前中間純損失が

10,369千円それぞれ増加

しております。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

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

同左

② 無形固定資産

同左

(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

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、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

④ 役員退職引当金 

同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(ニ)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。

(ニ)重要なリース取引の処

理方法

同左

(ニ)重要なリース取引の処

理方法

同左

(ホ)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。

(ホ)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

(ホ)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。



次へ 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19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) 

(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。

 

     ――――――

(貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等) 

 当連結会計年度から「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2,021,989千

円であります。 

 連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結

財務諸表は、改正後の連結財務諸

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18年９月30日)

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日)

※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3,390,981千円でありま

す。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は3,339,147 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。

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

上記資産を担保に供している債

務

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。

投資有価証券 251,360千円

有形固定資産

 建物及び 

 構築物
781,442千円

土地 769,422

計 1,550,864

合計 1,802,224

上記資産を担保に供している債

務

１年以内に返済

する長期借入金
75,118千円

長期借入金 147,446

短期借入金 603,000

合計 825,564

  

 

 

※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。

投資有価証券 311,200千円

有形固定資産

 建物及び 

 構築物
798,232千円

土地 769,422

計 1,567,654

合計 1,878,855

上記資産を担保に供している債

務

１年以内に返済 

する長期借入金
60,264千円

長期借入金 96,666

短期借入金 543,000

合計 699,930

 

※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    ――――― ※３    ―――――

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

縮積立金を取り崩したものとみ

なして計算しております。

※１   ―――――― ※１   ――――――

※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

9,512千円

※２ 販売費及び一般管理費に含ま

れる研究開発費

24,125千円



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注)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。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注)普通株式の自己株式の株式数の増加1,260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。 

  

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 547 1 ― 548

合計 547 1 ― 548



前へ   次へ 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
 (注)普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

 ２ 新株予約権等に関する事項 

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。 

  

前連結会計年度末 

株式数(千株)

当連結会計年度 

増加株式数(千株)

当連結会計年度 

減少株式数(千株)

当連結会計年度末 

株式数(千株)

発行済株式

普通株式 12,911 ― ― 12,911

合計 12,911 ― ― 12,911

自己株式

普通株式 546 1 ― 547

合計 546 1 ― 547



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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19年９月30日現在)

現金及び預金勘定 208,064千円

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 208,064

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19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 150,626千円

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 150,626



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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 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)

中間期末
残高 
相当額 
(千円)

機械装置 16,309 3,010 13,298

その他 13,552 9,057 4,494

合計 29,861 12,067 17,793
 

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 16,309 1,845 14,463

その他 33,052 25,614 7,437

合計 49,361 27,459 21,901

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 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 4,611千円

１年超 13,928

合計 18,539

② 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 6,568千円

１年超 16,172

合計 22,740

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 2,987千円

減価償却費
相当額

2,483

支払利息
相当額

536

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 9,671千円

減価償却費
相当額

8,381

支払利息
相当額

1,288

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 

  

 
  

Ⅱ 当中間連結会計期間末(平成19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19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 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
中間連結貸借 
対照表計上額

差額

(1) 株式 301,690千円 585,775千円 284,085千円

(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 301,690千円 654,279千円 352,588千円

(1) その他有価証券

非上場株式 25,546千円



前へ 

(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18年４月１日 至平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成19年

４月１日 至平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19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18年４月１日 至平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成19年

４月１日 至平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19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18年４月１日 至平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成19年

４月１日 至平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19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。 

  

(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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 163円36銭 １株当たり純資産額 154円75銭 １株当たり純資産額 163円55銭

１株当たり中間純損失金
額

3円27銭
１株当たり中間純損失金
額

5円48銭
１株当たり当期純損失金
額

8円54銭

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純損失(千円) 41,526 67,806 107,135

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)

41,526 67,806 107,135

普通株式の期中平均株式数(千株) 12,717 12,362 12,540

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日末)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日末)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日末)

純資産の部の合計額(千円) 2,077,492 1,912,984 2,021,989

普通株式に係る中間期末(期末)の 
純資産額(千円)

2,077,492 1,912,984 2,021,989

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 12,362 12,363



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18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 199,492 205,325 149,244

 ２ 受取手形 ※３ 3,013 ― 1,221

 ３ 売掛金 208,097 176,503 215,175

 ４ たな卸資産 89,931 123,431 101,241

 ５ 原材料等保証金 2,577 3,258 2,571

 ６ 未収入金 2,774 3,259 2,347

 ７ その他 8,955 4,146 1,545

   貸倒引当金 △7,367 ― ―

   流動資産合計 507,474 13.6 515,923 14.4 473,348 13.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※１ 
※２

  (1) 建物 1,050,602 1,036,623 1,029,777

  (2) 機械及び装置 413,909 354,586 376,987

  (3) 土地 944,662 966,138 944,662

  (4) その他 20,174 18,518 20,652

    計 2,429,349 2,375,867 2,372,081

 ２ 無形固定資産 1,471 1,852 1,988

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 705,891 611,322 679,825

  (2) 関係会社 
    長期貸付金

339,678 281,712 277,623

  (3) その他 15,390 14,300 11,550

    貸倒引当金 △274,488 △ 229,210 △ 226,750

    計 786,471 678,124 742,249

   固定資産合計 3,217,292 86.4 3,055,844 85.6 3,116,319 86.8

   資産合計 3,724,767 100.0 3,571,767 100.0 3,589,667 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 23,752 22,827 23,705

 ２ 買掛金 100,353 100,907 91,499

 ３ 短期借入金 ※２ 543,000 603,000 543,000

 ４ １年以内に返済する 
   長期借入金

※２ 63,464 75,118 60,264

 ５ 未払法人税等 1,200 927 1,494

 ６ 賞与引当金 3,615 2,986 3,370

 ７ その他 59,259 54,120 66,346

   流動負債合計 794,645 21.3 859,887 24.1 789,680 22.0

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 125,898 147,446 96,666

 ２ 繰延税金負債 251,032 224,683 254,910

 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 14,342 14,780 15,250

 ５ 役員退職引当金 46,788 46,788 46,788

   固定負債合計 765,851 20.6 761,488 21.3 741,405 20.7

   負債合計 1,560,496 41.9 1,621,375 45.4 1,531,085 42.7



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 19.2 714,000 20.0 714,000 19.9

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,257 1,257 1,257

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

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 178,500 178,500 178,500

  (2) その他利益剰余金

    従業員保護資金 13,000 13,000 13,000

    配当引当金 10,000 10,000 10,000

    固定資産圧縮 
    積立金

179,497 166,573 170,811

    繰越利益剰余金 398,421 278,364 341,117

   利益剰余金合計 779,419 20.9 646,438 18.1 713,429 19.9

 ４ 自己株式 △1,948 △0.0 △51,905 △1.4 △ 51,809 △１.4

   株主資本合計 1,492,728 40.1 1,309,790 36.7 1,376,877 38.4

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

201,392 5.4 170,451 4.8 211,553 5.9

 ２ 土地再評価差額金 470,150 12.6 470,150 13.1 470,150 13.1

   評価・換算差額等 
   合計

671,542 18.0 640,601 17.9 681,703 19.0

   純資産合計 2,164,271 58.1 1,950,391 54.6 2,058,581 57.3

   負債純資産合計 3,724,767 100.0 3,571,767 100.0 3,589,667 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19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 798,126 100.0 766,849 100.0 1,632,716 100.0

Ⅱ 売上原価 751,508 94.2 740,442 96.6 1,557,192 95.4

売上総利益 46,617 5.8 26,407 3.4 75,523 4.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 93,962 11.7 96,026 12.5 188,853 11.6

営業損失 47,345 △5.9 69,619 △9.1 113,329 △6.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 14,349 1.8 16,599 2.2 24,769 1.5

Ⅴ 営業外費用 ※２ 14,819 1.9 16,652 2.2 23,444 1.4

経常損失 47,814 △6.0 69,671 △9.1 112,004 △6.9

Ⅵ 特別利益 ※３ ― ― ― 44,346 2.7

Ⅶ 特別損失 ※４ ― ― ― 49,016 3.0

税引前中間(当期) 
純損失

47,814 △6.0 69,671 △9.1 116,674 △7.1

法人税、住民税 
及び事業税

265 145 290

法人税等調整額 ※５ △2,895 △2,630 △0.3 △ 2,825 △ 2,680 △0.3 △ 5,790 △ 5,500 0.3

中間(当期)純損失 45,183 △5.7 66,991 △8.7 111,173 △6.8



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年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

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



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

 
  

 
  

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19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19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19年３月31日残高(千円) 178,500 13,000 10,000 170,811 341,117 713,429 △ 51,809 1,376,877

中間会計期間中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩 △ 4,238 4,238 ― ―

 中間純損失 △ 66,991 △ 66,991 △ 66,991

 自己株式の取得 △ 96 △ 96

 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) ― ― ― △ 4,238 △ 62,753 △ 66,991 △ 96 △ 67,087

平成19年９月30日残高(千円) 178,500 13,000 10,000 166,573 278,364 646,438 △ 51,905 1,309,790

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19年３月31日残高(千円) 211,553 470,150 681,703 2,058,581

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 △ 66,991

 自己株式の取得 △ 96

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△ 41,102 △ 41,102 △ 41,102

中間会計期間中の変動額合計(千円) △ 41,102 ― △ 41,102 △ 108,189

平成19年９月30日残高(千円) 170,451 470,150 640,601 1,950,391



次へ 

前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

 
  

 
 (注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

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

事業年度中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩(注)

  固定資産圧縮積立金の取崩

 当期純損失

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ―

平成19年３月31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 10,000 188,388 434,714 824,603 △1,853 1,538,007

事業年度中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩(注) △8,890 8,890 ― ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 △8,686 8,686

 当期純損失 △111,173 △111,173 △111,173

 自己株式の取得 △49,955 △49,955

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ― △17,576 △93,597 △111,173 △49,955 △161,129

平成19年３月31日残高(千円) 178,500 13,000 10,000 170,811 341,117 713,429 △51,809 1,376,877

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

事業年度中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩(注) ―

 固定資産圧縮積立金の取崩

 当期純損失 △111,173

 自己株式の取得 △49,955

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△101,037 △101,037 △101,037

事業年度中の変動額合計(千円) △101,037 ― △101,037 △262,167

平成19年３月31日残高(千円) 211,553 470,150 681,703 2,058,581



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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

同左

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。

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

 当社松任工場は定額

法、その他は定率法を

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 ８～60年

構築物 10～60年

機械装置 ５～10年

車両運搬具 ４～10年

(会計方針の変更) 

法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月30

日  政令第83号))に伴

い、平成19年４月１日以

降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法

に変更しております。

なお、これによる当中

 

(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



 
  

間会計期間の損益に与

える影響は軽微でありま

す。

(追加情報)

なお、平成19年３月31

日以前に取得したものに

ついては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌

年から５年間で取得価額

の５％相当額と備忘価額

との差額を均等償却して

おります。

当該変更に伴い売上総利

益が10,363千円減少し、

営業損失、経常損失、税

引前中間純損失が10,369

千円それぞれ増加してお

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

同左

(2) 無形固定資産

同左



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

(4) 役員退職引当金

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

常の賃貸借取引に準じた会

計処理によっております。

同左 同左

５ 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

税抜き方針によってお

ります。なお、仮払消費

税等及び仮受消費税等は

相殺の上、流動資産のそ

の他に含めて表示してお

ります。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理方

法は、税抜方式によって

おります。



次へ 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年９月30日)

前事業年度

(自 平成18年４月１日

  至 平成19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)

(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。

    ――――――

 (貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等）

当事業年度から「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2,058,581千円

であります。

財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における財務諸表は、

改正後の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18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※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、3,346,692千円でありま

す。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、3,294,858千円でありま

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。

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

上記資産を担保に供している債

務

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。

投資有価証券 251,360千円

有形固定資産

 建物 781,442千円

 土地 769,422

計 1,550,864

合計 1,802,224

上記資産を担保に供している債

務

１年以内に返済
する長期借入金

75,118千円

長期借入金 147,446

短期借入金 603,000

合計 825,564

 

 

 

※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。

投資有価証券 311,200千円

有形固定資産

建物 798,232千円

土地 769,422

計 1,567,654

合計 1,878,855

上記資産を担保に供している債

務

１年以内に返済 
する長期借入金

60,264千円

長期借入金 96,666

短期借入金 543,000

合計 699,930

 

※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   ―――――― ※３   ――――――



(中間損益計算書関係) 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※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 1,643千円

受取配当金 6,285

不動産収益 5,136
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 3,703千円

受取配当金 7,150

不動産収益 7,316

 

※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 10,851千円

貸倒引当金
繰入額

2,460

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 16,400千円

※３   ―――――― ※３   ――――――

 

※３ 特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金
戻入額

44,346千円

※４   ―――――― ※４   ――――――

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

投資有価証券
評価損

49,016千円

※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   ―――――― ※５   ――――――

 

 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 61,747千円

無形固定資産 135千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産   131,557 千円

無形固定資産    127
  

千円



前へ   次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年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。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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1,260株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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531千株は、単元未満株式の買取による増加１千株と子会社からの買取りに

よる増加529千株であります。 

  

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

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 547 1 ― 548

 合計 547 1 ― 548

前事業年度末 

株式数(千株)

当事業年度 

増加株式数(千株)

当事業年度 

減少株式数(千株)

当事業年度末 

株式数(千株)

 自己株式

 普通株式 16 531 ― 547

 合計 16 531 ― 547



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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 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)

中間期末
残高 
相当額 
(千円)

機械装置 16,309 3,010 13,298

その他 13,552 9,057 4,494

合計 29,861 12,067 17,793
 

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 16,309 1,845 14,463

その他 33,052 25,614 7,437

合計 49,361 27,459 21,901

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 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 4,611千円

１年超 13,928

合計 18,539

② 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 6,568千円

１年超 16,172

合計 22,740

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 2,987千円

減価償却費
相当額

2,483

支払利息
相当額

536

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 9,671千円

減価償却費
相当額

8,381

支払利息
相当額

1,288

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



前へ 

(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。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 167円85銭 １株当たり純資産額 157円77銭 １株当たり純資産額 166円51銭

１株当たり中間純損失金
額

3円50銭
１株当たり中間純損失金
額

5円42銭
１株当たり当期純損失金
額

8円80銭

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純損失(千円) 45,183 66,991 111,173

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)

45,183 66,991 111,173

普通株式の期中平均株式数(千株) 12,893 12,362 12,628

前中間会計期間末
(平成18年９月30日末)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日末)

前事業年度末 
(平成19年３月31日末)

純資産の部の合計額(千円) 2,164,271 1,950,391 2,058,581

普通株式に係る中間期末(期末)の 
純資産額(千円)

2,164,271 1,950,391 2,058,581

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 12,362 12,363



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)自己株券買付状況報告書                 平成19年４月13日北陸財務局長に提出 

 報告期間(自 平成19年３月22日 至 平成19年３月31日) 

  

(２)有価証券報告書及びその添付書類             平成19年６月29日北陸財務局長に提出 

 事業年度 第84期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)    

  

(３)有価証券報告書の訂正報告書               平成19年９月10日北陸財務局長に提出 

 事業年度 第84期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書で

あります。 

  



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、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19年12月22日

北日本紡績株式会社 

  取 締 役 会 御中 
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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19年４月１日から平成20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19年４月１日から平成19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、北日本紡績株式会社及び連結子会社の平成19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19年４月１日から平成19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  ㊞

業務執行社員 公認会計士  南  波  洋  行  ㊞

※ 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。



独立監査人の中間監査報告書 
 

平成19年12月22日

北日本紡績株式会社 

取 締 役 会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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19年４月1日から平成20年３月31日までの第85期事業年度の中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19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19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19年４月１日から平成19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  ㊞

業務執行社員 公認会計士  南  波  洋  行  ㊞

※ 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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