
１．17年12月期の連結業績（平成17年1月1日～平成17年12月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  33円98銭 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

平成１７年１２月期 決算短信（連結） 平成18年2月24日

上場会社名 理研コランダム株式会社 上場取引所 東証市場（第２部） 

コード番号 5395 本社所在都道府県  埼玉県 

(URL http://www.rikencorundum.co.jp/) 

代  表  者 役職名  代表取締役社長  氏名 坂 爪 康 一 

問合せ先責任者 役職名  常務取締役管理本部長  氏名 西 村 恭 幸  ＴＥＬ（０４８）５９６－４４１１ 

決算取締役会開催日 平成18年2月24日 

米国会計基準採用の有無 無 

(1）連結経営成績              （注）単位未満の端数については四捨五入によっております。

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 5,699 8.2 333 5.6 417 19.3 

16年12月期 5,267 － 316 － 350 － 

 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

株主資本 

当期純利益率 

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 250 18.1 24 52 24 51 7.7 7.0 7.3 

16年12月期 212 － 20 33 － － 7.0 6.5 6.6 

（注）①持分法投資損益 17年12月期 79百万円 16年12月期 45百万円

②期中平均株式数（連結） 17年12月期 9,419,198株 16年12月期 9,654,004株

③会計処理の方法の変更 無 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。 

(2）連結財政状態  

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月期 6,459 3,466 53.7 366 02 

16年12月期 5,405 3,019 55.9 318 77 

（注）期末発行済株式数（連結） 17年12月期 9,417,449株 16年12月期 9,421,502株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

17年12月期 47 △410 340 374 

16年12月期 159 △111 63 388 

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ２社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．18年12月期の連結業績予想（平成18年1月1日～平成18年12月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

中間期 2,950  220  150  

通 期 6,000  500  320  
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１．企業集団の状況 
 当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社、連結子会社「理研精密器材（蘇州）有限公司」、「理研精密

株式会社」、持分法適用関連会社（合弁会社）「淄博理研泰山涂附磨具有限公司」、非連結子会社「有限会社サンコ

ー」および持分法非適用関連会社（合弁会社）「濰坊理研研磨材有限公司」の６社で構成されております。 

 当社グループの事業に係わる位置づけは、次のとおりとなります。 

研磨布紙等の製造販売…………………………当社および持分法適用関連会社「淄博理研泰山涂附磨具有限公司」が行

っております。 

ＯＡ器材部材等の製造販売……………………当社および連結子会社「理研精密器材（蘇州）有限公司」「理研精密株

式会社」が行っております。 

 また、非連結子会社「有限会社サンコー」は、原材料等の仕入および

製造設備の賃貸を行なっております。 

不動産の賃貸……………………………………当社が行っております。 

※ 持分法非適用関連会社「濰坊理研研磨材有限公司」（研磨布紙等の製造販売）は平成17年７月に設立し、平成

18年７月の操業開始に向けて準備中であります。 
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２．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは「研削研磨のＲＣ」の経営基本方針に則り、コーポレートガバナンスの取組み強化を図りつつ株主

価値の向上および顧客満足度の向上ならびに一人一人の従業員の資質向上を経営の重要施策と位置づけ、ますます厳

しさを増す企業間競争における競争力の強化、収益力の向上および財務体質の強化を図り、いかなる環境変化にも対

応できる経営の実現に向かって努めてまいります。 

 業績のさらなる安定拡大のため、新製品の研究開発および品質向上に努めるとともに、顧客のニーズに的確に対応

した製品づくりに加えて、引き続き生産コストの引下げ、物流コストの改善などに全社一丸となって取り組んでまい

ります。 

(2）会社の利益配当に関する基本方針 

 当社グループは、安定的な配当の継続、将来の事業展開に備えた内部留保の充実等に配慮しながら業績に対応した

配当を行う方針であります。 

 なお、内部留保につきましては、業界における競争の激化などに対処し、研究設備および製造設備等を強化するた

めの資金需要に備える所存であり、将来の利益に貢献し、株主各位に対する安定した配当に寄与できるものと考えま

す。 

(3）中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題 

 内外経済情勢を見極めながら、リスク対策に万全を期しつつ、攻めの経営の実践に努めることを戦略原則といたし

ます。具体的には、高付加価値分野への取り組み強化、事業のグローバル化の一層の拡充等を主要施策として株主価

値の向上を目指します。 

 また、コンプライアンスの強化、人材育成、環境保護対策の推進等にも取り組みます。 

 会社の対処すべき課題としては 

① 新製品の開発および新市場の開拓 

② 販売の拡大および顧客サービスの増強 

③ 生産性の改善および収益力の強化 

などを主要な課題として、今後とも引き続き社業の発展に努める所存であります。 

(4）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

 当社グループは、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題と位置づけており、当社の企業理念である「理研コ

ランダム憲章」の不断の実践を通じ企業に求められる社会的責任を果たすために内部管理体制の強化に向けて、コン

プライアンス体制を推進しております。 

  また、コンプライアンス体制の整備および企業倫理の徹底に向けた全社取組の企画、モニタリング、記録の保管を

目的に、平成17年1月コンプライアンス委員会を設置しました。  

 当社グループは、これまでどおり監査役制度を採用し、監査役会での議論を通じて監視機能の強化に取り組むとと

もに、経営の監督機能向上に努めております。 

 更に、会計監査人による会計監査を受けるとともに、内部統制システムの一環としてＩＳＯ推進室を軸として業務

執行全般に対する内部監査を実施するほか、顧問弁護士による法律問題全般に関する助言、指導を受けることとして

おります。 
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３．経営成績および財政状態 
(1）経営成績 

① 当連結会計年度の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、IT関連の在庫調整が進み、企業収益の改善や設備投資の増加、また、雇

用情勢や個人消費の改善が見られるなど、景気は踊り場局面からの脱却に向けて緩やかな回復基調にあります。し

かしながら、原油価格の高騰、米国や中国の高成長の維持に対する先行き不安、為替動向などのリスク要因を抱え

ており、持続的成長にはいまだ懸念材料を残し、本格的な景気回復には至らぬまま推移いたしました。 

 このような環境のなかで、本年度は、創業70周年を迎え、「GO GO70：スピ－ドアップ」をスロ－ガンとして、

年度目標の実現に向け、知恵と持てる力をスピーディーに発揮することを誓い合い、新たな飛躍へのステップと位

置づけて経営改革に取り組んでまいりました。  

 また、将来に向け磐石な経営基盤を構築できるよう顧客ニーズにあった商品の開発販売に取り組むとともに、原

油価格の高騰に伴う原材料の値上がりなどに対処するため、業務改革を推進し、生産効率の向上、コスト削減に努

めてまいりました。    

  平成16年６月に設立しましたＯＡ器材部材等の製造販売の子会社「理研精密株式会社」も順調な操業を続けるこ

とができ、更に高成長を持続する中国市場におきまして、中国の子会社「理研精密器材（蘇州）有限公司」および

合弁会社「淄博理研泰山涂附磨具有限公司」との生産連携を一段と強めて連結業績の向上に努めてまいりました。

  また、平成17年７月には、新たに中国に合弁会社「濰坊理研研磨材有限公司」を設立し操業開始に向けて準備中

であり、更なる市場競争力の強化、収益力増強を図るべく経営努力を傾注してまいります。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高5,699,326千円（前期比8.2%増）、営業利益333,365千円(前期比

5.6%増)、経常利益417,493千円（前期比19.3%増)、当期純利益250,335千円(前期比18.1%増)を計上することが出来

ました。 

 セグメント別の事業の概況は次のとおりであります。 

（研磨布紙等製造販売事業部門） 

 米国および東南アジア向けをはじめとする海外市場は引き続き拡大し、一方、国内市場においては、木工素材業

界は依然として厳しい状況が続いたものの、鉄鋼業界・ステンレス業界が堅調に推移したなかにおいて、輸出およ

び商品の販売拡大に努めてまいりました結果、売上高は4,357,319千円(前期比1.0%増)となり、営業利益は230,541

千円(前期比14.1%増)となりました。 

（OA器材部材等製造販売事業部門） 

 平成17年9月に製造部門を沼田工場より新治新工場棟に移転するなど事業基盤の確立、拡充に努めるとともに、

販売の拡大、生産性の向上等の諸施策を推進してまいりました。加えて、平成16年6月、静岡県沼津市に設立しま

した「理研精密株式会社」の業績が期首から貢献したことも相まって、売上高は1,012,727千円(前期比70.9%増)と

なり,営業利益は179,583千円(前期比12.2%増)となりました。 

（不動産賃貸事業部門） 

 株式会社ダイエーに賃貸しております理研神谷ビルの契約更新により、賃貸収入は329,280千円(前期比9.0%減)

となり、営業利益は237,610千円(前期比11.5%減)となりました。 

② 次期の見通し 

 今後の経済情勢につきましては、海外景気の加速による輸出の拡大傾向が続くものと見込まれ、また、企業収益

の好調持続で雇用、所得の改善が進むものと思われます。しかしながら他方では、原油高による悪影響や、米国景

気の先行き懸念、円高進行への不安に加え個人消費も先行き増税、年金問題等の不安要因もあり景気の先行きにつ

いてはなお注視する必要があります。 

 当社グループとしては、このような環境認識のもと、①新商品の開発および新市場の開拓②販売の拡大および顧

客サービスの増強③生産性の改善および収益力の強化に全力を挙げて取り組んでまいります。 

 連結業績の通期見通しとしては、売上高6,000,000千円（前期比5.3％増）、経常利益500,000千円（前期比19.8 

％増）、当期利益320,000千円（前期比27.8％増）の業績を予想しております。 

 また、個別業績の通期見通しとしては、売上高5,450,000千円（前期比4.2％増）、経常利益390,000千円（前期

比20.6％増）、当期利益220,000千円（前期比26.2％増）の業績を予想しております。 
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(2）財政状態 

 当連結会計年度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て14,265千円

(3.7%)減少し、374,091千円となりました。 

 また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、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） 

 営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度末に比べて111,922千円(70.3%)減少し、47,222千円となりまし

た。 

 これは主に、売上の増加に伴うたな卸資産の増加が前連結会計年度末に比べて105,572千円増加したことによる

ものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度末に比べて299,041千円(270.6%)増加し、409,551千円となりま

した。 

 これは主に、新治工場の増設および研磨布紙塗装設備の更新等に伴う有形固定資産の取得による支出が前連結会

計年度末に比べ206,399千円増加したことと投資有価証券の取得による支出123,440千円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） 

 財務活動の結果得られた資金は、前連結会計年度末に比べて276,513千円(436.2%)増加し、339,908千円となりま

した。 

 これは主に、長期借入による収入が前連結会計年度末に比べて275,000千円増加したことによるものでありま

す。 

  

 キャッシュ・フロー指標は以下のとおりであります。 

 （注） 自己資本比率（％）：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率（％）：株式時価総額／総資産 

期末における債務償還年数（年）：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標はいずれも連結べースの財務数値により算出しております。 

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

※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。 

 平成16年12月期 平成17年12月期 

自己資本比率（％） 55.9 53.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 70.9 62.3 

期末における債務償還年数（年） 4.5 23.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 9.1 2.3 
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４．連結財務諸表等 
(1）連結貸借対照表 

    
前連結会計年度 

（平成16年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）                 

Ⅰ 流動資産                 

１ 現金及び預金     478,356     464,091     

２ 受取手形及び売掛金 ※3   1,231,421     1,353,520     

３ たな卸資産     1,110,721     1,288,350     

４ 繰延税金資産     58,058     61,281     

５ その他     31,968     33,506     

貸倒引当金     △7,949     △7,404     

流動資産合計     2,902,575 53.7   3,193,344 49.4 290,769 

Ⅱ 固定資産                 

１ 有形固定資産 ※1               

(1）建物及び構築物 ※2 3,027,641     3,230,475       

減価償却累計額   1,976,933 1,050,708   2,046,162 1,184,313     

(2）機械装置及び運搬
具 

  1,411,069     1,371,712       

減価償却累計額   1,190,905 220,164   1,138,184 233,528     

(3）土地 ※2   314,504     314,504     

(4）その他   221,065     243,350       

減価償却累計額   183,101 37,964   186,676 56,674     

有形固定資産合計     1,623,340 30.0   1,789,019 27.7 165,679 

２ 無形固定資産     28,081 0.5   28,406 0.5 325 

３ 投資その他の資産                 

(1) 投資有価証券     662,269     1,162,161     

(2）その他 ※5   191,926     288,624     

貸倒引当金     △3,300     △2,100     

投資その他の資産合
計 

    850,895 15.8   1,448,685 22.4 597,790 

固定資産合計     2,502,316 46.3   3,266,110 50.6 763,794 

資産合計     5,404,891 100.0   6,459,454 100.0 1,054,563 
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前連結会計年度 

（平成16年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

増減 
（千円） 

（負債の部）                 

Ⅰ 流動負債                 

１ 支払手形及び買掛金 ※3   855,725     921,363     

２ 短期借入金 ※2   176,000     212,000     

３ 一年内返済予定長期借
入金 

※2   281,020     306,040     

４ 未払法人税等     75,036     96,500     

５ 賞与引当金     60,000     61,000     

６ その他     197,740     164,351     

流動負債合計     1,645,521 30.4   1,761,254 27.2 115,733 

Ⅱ 固定負債                 

１ 長期借入金 ※2   258,230     585,790     

２ 繰延税金負債     52,032     210,326     

３ 修繕引当金     65,472     69,272     

４ 退職給付引当金     231,384     212,606     

５ 役員退職慰労引当金     72,613     90,962     

６ 長期預り金     50,000     50,000     

固定負債合計     729,731 13.5   1,218,956 18.9 489,225 

負債合計     2,375,252 43.9   2,980,210 46.1 604,958 

                  

（少数株主持分）                 

少数株主持分     10,628 0.2   12,862 0.2 2,234 

                  

（資本の部）                 

Ⅰ 資本金 ※6   500,000 9.3   500,000 7.7 － 

Ⅱ 資本剰余金     89,675 1.7   89,675 1.4 － 

Ⅲ 利益剰余金     2,359,708 43.7   2,547,223 39.4 187,515 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

    190,855 3.5   416,213 6.5 225,358 

Ⅴ 為替換算調整勘定     △13,689 △0.3   22,531 0.4 36,220 

Ⅵ 自己株式 ※7   △107,538 △2.0   △109,260 △1.7 △1,722 

資本合計     3,019,011 55.9   3,466,382 53.7 447,371 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

    5,404,891 100.0   6,459,454 100.0 1,054,563 
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(2）連結損益計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高     5,267,263 100.0   5,699,326 100.0 432,063 

Ⅱ 売上原価 ※3   3,789,209 71.9   4,154,739 72.9 365,530 

売上総利益     1,478,054 28.1   1,544,587 27.1 66,533 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1   1,162,407 22.1   1,211,222 21.3 48,815 

営業利益     315,647 6.0   333,365 5.8 17,718 

Ⅳ 営業外収益                 

１ 受取利息   2,294     1,743       

２ 受取配当金   6,760     8,560       

３ 受取商標使用料   6,096     8,617       

４ 持分法による投資利益   44,945     78,937       

５ 為替差益   －     5,576       

６ その他   3,965 64,060 1.2 5,898 109,331 1.9 45,271 

Ⅴ 営業外費用                 

１ 支払利息   17,640     21,096       

２ 貸倒引当金繰入額   1,300     －       

３ 売上割引   －     3,611       

４ 為替差損   10,457     －       

５ その他   427 29,824 0.6 496 25,203 0.4 △4,621 

経常利益     349,883 6.6   417,493 7.3 67,610 

Ⅵ 特別利益                 

１ 貸倒引当金戻入益   634     1,744       

２ 投資有価証券売却益   －     355       

３ 寄託倉庫火災損失補償
金 

  6,500 7,134 0.1 － 2,099 0.0 △5,035 

Ⅶ 特別損失                 

１ 固定資産除却損 ※2 861     11,298       

２ 寄託倉庫火災損失   6,305     －       

３ ゴルフ会員権評価損   500 7,666 0.1 － 11,298 0.2 3,632 

税金等調整前当期純利
益 

    349,351 6.6   408,294 7.1 58,943 

法人税、住民税及び事
業税 

  114,350     153,233       

法人税等調整額   22,352 136,702 2.6 2,312 155,545 2.7 18,843 

少数株主利益     628 0.0   2,414 0.0 1,786 

当期純利益     212,021 4.0   250,335 4.4 38,314 
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(3）連結剰余金計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

（資本剰余金の部）             

Ⅰ 資本剰余金期首残高     89,675   89,675 － 

Ⅱ 資本剰余金期末残高     89,675   89,675 － 

              

（利益剰余金の部）             

Ⅰ 利益剰余金期首残高     2,210,308   2,359,708 149,400 

Ⅱ 利益剰余金増加高             

  当期純利益   212,021 212,021 250,335 250,335 38,314 

Ⅲ 利益剰余金減少高             

１ 配当金   48,621   47,100     

２ 役員賞与   14,000 62,621 15,720 62,820 199 

Ⅳ 利益剰余金期末残高     2,359,708   2,547,223 187,515 
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

１ 税金等調整前当期純利益   349,351 408,294   

２ 減価償却費   126,268 125,609   

３ 退職給付引当金の減少額   △8,692 △18,778   

４ 役員退職慰労引当金の増 
    減額（△は減少額） 

  △70,400 18,350   

５ 賞与引当金の増加額   3,700 1,000   

６ 貸倒引当金の減少額   △10,637 △1,744   

７ 修繕引当金の増加額   8,947 3,800   

８ 受取利息及び受取配当金   △9,054 △10,303   

９ 受取商標使用料   △6,096 △8,617   

10 支払利息   17,640 21,096   

11 持分法による投資利益   △44,945 △78,937   

12 為替差益   － △1,347   

13 為替差損   590 －   

14 投資有価証券売却益    － △355   

15 寄託倉庫火災損失補償金   △6,500 －   

16 固定資産除却損   861 11,298   

17 寄託倉庫火災損失   6,305 －   

18 ゴルフ会員権評価損   500 －   

19 売上債権の増加額   △113,489 △121,423   

20 たな卸資産の増加額   △69,111 △174,683   

21 仕入債務の増加額   53,569 57,702   

22 破産更生債権の減少額   14,872 228   

23 保険積立金の減少額   21,984 －   

24 役員賞与の支払額   △14,000 △15,900   

25 その他   50,272 △34,872   

小計   301,935 180,418 △121,517 

26 利息及び配当金の受取額   7,804 17,717   

27 利息の支払額   △17,532 △20,833   

28 受取商標使用料   6,096 8,590   

29 寄託倉庫火災損失補償金の受取額   6,500 －   

30 法人税等の支払額   △145,659 △138,670   

 営業活動によるキャッシュ・フロー   159,144 47,222 △111,922 
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前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

  １ 投資有価証券の取得による支出   － △123,440   

  ２ 投資有価証券の売却による収入   － 2,002   

３ 関係会社出資による支出   △44,081 △12,596   

４ 有形固定資産の取得による支出   △88,439 △294,838   

５ 有形固定資産の売却による収入   10,075 8,611   

６ 無形固定資産の取得による支出     － △340   

７ 貸付の増加に伴う支出    － △1,000   

８ 貸付金の回収による収入   11,935 12,050   

 投資活動によるキャッシュ・フロー   △110,510 △409,551 △299,041 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

１  短期借入金の純増加額   26,000 36,000   

２  長期借入れによる収入   360,000 635,000   

３  長期借入金の返済による支出   △209,250 △282,420   

４  自己株式の取得による支出   △72,827 △1,723   

５  配当金の支払額   △50,528 △46,949   

６  少数株主からの払込みによる収入   10,000 －   

財務活動によるキャッシュ・フロー   63,395 339,908 276,513 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △574 8,156 8,730 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   111,455 △14,265 △125,720 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高   276,901 388,356 111,455 

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 ※ 388,356 374,091 △14,265 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 ２社 

理研精密器材(蘇州)有限公司 

理研精密株式会社 

 上記のうち、理研精密器材（蘇州)

有限公司については、当連結会計年度

において重要性が増したため、連結の

範囲に含めております。 

 また、理研精密株式会社について

は、当連結会計年度に新たに設立した

ため、連結の範囲に含めております。 

(1)連結子会社の数 ２社 

理研精密器材(蘇州)有限公司 

理研精密株式会社 

                    

  

 (2)主要な非連結子会社の名称等 

有限会社サンコー 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益および利益剰

余金等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであり

ます。 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

有限会社サンコー 

（連結の範囲から除いた理由） 

      同左  

２．持分法の適用に関する事項 (1)持分法を適用した関連会社数 

             １社 

淄博理研泰山涂附磨具有限公司 

 淄博理研泰山涂附磨具有限公司は、

重要性が増したため、当連結会計年度

より持分法の適用範囲に含めておりま

す。 

(1)持分法を適用した関連会社数 

             １社 

淄博理研泰山涂附磨具有限公司 

  

 (2)持分法を適用しない非連結子会社の名

称等 

有限会社サンコー 

  

（持分法を適用しない理由） 

当期純損益および利益剰余金等からみ

て持分法の対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であるため、

持分法の適用範囲から除外しておりま

す。 

(2)持分法を適用しない非連結子会社お

よび関連会社の名称等 

有限会社サンコー 

濰坊理研研磨材有限公司 

（持分法を適用しない理由） 

当期純損益および利益剰余金等からみ 

  て持分法の対象から除いても連結財務 

  諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ 

   全体としても重要性がないため、持分 

   法の適用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

すべての連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。 

           同左  
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

  

① 有価証券 

その他有価証券 

   時価のあるもの 

 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）を採用しておりま

す。 

  

① 有価証券 

その他有価証券 

   時価のあるもの 

     同左 

    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 

 ② デリバティブ 

 原則として時価法を採用しており

ます。 

② デリバティブ 

     同左 

 ③ たな卸資産 

 当社および国内連結子会社は移動

平均法による原価法を、また、在外

連結子会社は総平均法による原価法

を採用しております。 

③ たな卸資産 

     同左 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

有形固定資産 

 当社および国内連結子会社は定率法

を、在外子会社は当該国の会計基準の規

定に基づく定額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

です。 

建物        47年 

機械装置        10年 

有形固定資産 

 当社および国内連結子会社は定率法

を、在外連結子会社は当該国の会計基

準の規定に基づく定額法を採用してお

ります。 

  但し、当社が平成10年4月1日以降に

取得した建物（建物附属設備を除く）

については、定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は、以下のとお

りです。 

建物      31～47年 

機械装置      10年 

(3）重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 売掛金等の債権の貸倒れ損失に

備えるため、一般債権については

貸倒実績率等により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

    同左 

 ② 賞与引当金 

 当社は従業員に対する賞与の支

給に備えて計上しているもので、

賞与支給見込額の当連結会計年度

負担額を計上しております。 

② 賞与引当金 

    同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 ③ 修繕引当金 

 当社の固定資産（賃貸設備）に

ついて行う修繕に要する費用に充

てるため計上しているもので、そ

の計上は不動産賃貸契約による所

定の率によっております。 

③ 修繕引当金 

    同左 

 ④ 退職給付引当金 

 当社は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

る退職給付債務および年金資産に

基づき計上しております。 

④ 退職給付引当金 

    同左 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社は役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく当連

結会計年度末要支給額を計上して

おります。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

    同左 

(4）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、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、在外子会社等の資産および負

債、収益および費用は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は資本の部における為替換算調整勘定

に含めております。 

       同左 

  

(5）重要なリース取引の処理

方法 

 当社および国内連結子会社は、リース

物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

            同左 

(6）重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

特例処理を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

     同左  

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   (ヘッジ手段) 

    金利スワップ 

   (ヘッジ対象) 

    借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   (ヘッジ手段) 

           同左 

   (ヘッジ対象) 

        同左 

 ③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行って

おりヘッジ対象の識別は個別契約毎

に行っております。 

③ ヘッジ方針 

     同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしており有効性が保

証されているため、有効性の評価を

省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

     同左 

(7）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

消費税等の会計処理 

       同左 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

連結子会社の資産および負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

             同左 

６．連結調整勘定の償却に関す

る事項 

該当事項はありません。        同左 

７．利益処分項目等の取扱いに

関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成しております。 

       同左 

８．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

手許資金、随時引き出し可能な現金およ

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か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 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

3,350,939千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

3,371,022千円 

    

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

建物 48,777千円

土地 39,635千円

合計 88,412千円

建物 48,780千円

土地 39,635千円

合計 88,415千円

    

同上に対応する債務額 同上に対応する債務額 

短期借入金 3,000千円

一年内返済予定長期借入金 51,650千円

長期借入金 145,350千円

長期借入金 200,000千円

    

※３ 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、当連結会計年度の末日が金融機関休業日にあた

りましたが、満期日に決済が行われたものとして処

理しております。当連結会計年度末日満期手形は、

次のとおりであります。 

※３ 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、当連結会計年度の末日が金融機関休業日にあた

りましたが、満期日に決済が行われたものとして処

理しております。当連結会計年度末日満期手形は、

次のとおりであります。 

受取手形 6,227千円

支払手形 25,601千円

受取手形 2,572千円

支払手形 31,192千円

    

４ 受取手形割引高         438,121千円 ４ 受取手形割引高         467,594千円 

    

※５ 関連会社に対するもの 

その他（投資その他の資産） 

※５ 関連会社に対するもの 

その他（投資その他の資産） 

出資金 142,144千円 出資金 249,833千円

    

※６ 発行済株式の総数は次のとおりであります。 ※６ 発行済株式の総数は次のとおりであります。 

  普通株式 10,000,000株   普通株式 10,000,000株

    

※７ 自己株式 

連結会社が当連結会計年度末に保有する自己株式

の数は次のとおりであります。 

※７ 自己株式 

連結会社が当連結会計年度末に保有する自己株式

の数は次のとおりであります。 

  普通株式 578,498株   普通株式 582,551株
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（連結損益計算書関係） 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は、

次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は、

次のとおりであります。 

運賃荷造費 171,588千円

役員報酬 108,900千円

給料及び手当 374,909千円

賞与引当金繰入額 23,600千円

福利厚生費 101,687千円

退職給付引当金繰入額 18,990千円

役員退職慰労引当金繰入額 19,550千円

旅費交通費 73,891千円

減価償却費 11,974千円

賃借料 70,179千円

貸倒引当金繰入額 3,363千円

運賃荷造費 181,699千円

役員報酬 113,440千円

給料及び手当 374,249千円

賞与引当金繰入額 21,480千円

福利厚生費 114,796千円

退職給付引当金繰入額 17,659千円

役員退職慰労引当金繰入額 18,349千円

旅費交通費 77,346千円

減価償却費 9,057千円

賃借料 81,790千円

    

※２ 固定資産除却損の内訳 ※２ 固定資産除却損の内訳 

建物 112千円

機械装置 276千円

車両運搬具 169千円

工具器具備品 304千円

合計 861千円

機械装置 10,622千円

工具器具備品 676千円

合計 11,298千円

    

※３ 研究開発費の総額 ※３ 研究開発費の総額 

当期製造費用に含まれる研究開発費 33,066千円 当期製造費用に含まれる研究開発費 46,098千円

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 ※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 ※  現金及び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16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 478,356千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △90,000千円

現金及び現金同等物 388,356千円

現金及び預金勘定 464,091千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △90,000千円

現金及び現金同等物 374,091千円
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① リース取引 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

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 

 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

額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械装置及び
運搬具 

210,704 30,809 179,895 

その他 68,360 40,991 27,369 

ソフトウェア 69,771 30,432 39,339 

合計 348,835 102,232 246,603 

  
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） 

機械装置及び
運搬具 

265,319 57,860 207,459 

その他 67,300 38,323 28,977 

ソフトウェア 67,802 38,010 29,792 

合計 400,421 134,193 266,228 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 47,375千円

１年超 210,357千円

合計 257,732千円

１年内 54,579千円

１年超 225,866千円

合計 280,445千円

３．支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額 

支払リース料 56,044千円

減価償却費相当額 48,481千円

支払利息相当額 11,695千円

支払リース料 62,642千円

減価償却費相当額 54,047千円

支払利息相当額 11,682千円

４．減価償却費相当額および支払利息相当額の算定方法 

 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．減価償却費相当額および支払利息相当額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

        同左 

 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。 

 利息相当額の算定方法 

        同左 
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② 有価証券 

（前連結会計年度）（平成16年12月31日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

（当連結会計年度）（平成17年12月31日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
株式 330,847 651,073 320,226 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
株式 － － － 

合計 330,847 651,073 320,226 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 11,196 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
株式 452,620 1,150,965 698,345 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
株式 － － － 

合計 452,620 1,150,965 698,345 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 11,196 
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③ デリバティブ取引 

前連結会計年度（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利関係で金利スワップ取引であります。 

(2）取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。 

(3）取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する

目的で利用しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。 

 なお、取引相手先は信用度の高い金融機関であるため、信用リスクはほとんどないと認識しておりま

す。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた社内ルールに従い、

資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

２．取引の時価等に関する事項 

 該当事項はありません。 

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

おります。 

当連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利関係で金利スワップ取引であります。 

(2）取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。 

(3）取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する

目的で利用しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。 

 なお、取引相手先は信用度の高い金融機関であるため、信用リスクはほとんどないと認識しておりま

す。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた社内ルールに従い、

資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

２．取引の時価等に関する事項 

 該当事項はありません。 

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

おります。 
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④ 退職給付 

(1）当社は確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。 

  なお、連結子会社は退職給付制度を設けておりません。 

(2）退職給付債務に関する事項 

(3）退職給付費用に関する事項 

  
前連結会計年度 

（平成16年12月31日） 
  

当連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

退職給付債務 495,745千円   534,508千円 

年金資産 264,361千円   321,902千円 

退職給付引当金 231,384千円   212,606千円 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

  
当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

退職給付費用 50,497千円   49,422千円 
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⑤ 税効果会計 

前連結会計年度 
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

(流動) 

(固定) 

繰延税金負債 

たな卸資産評価損否認 18,140千円

未払事業税否認 9,696千円

賞与引当金否認 24,240千円

その他 5,982千円

計 58,058千円

退職給付引当金否認 93,479千円

役員退職慰労引当金否認 29,335千円

投資有価証券評価損否認 11,528千円

修繕引当金否認 26,451千円

その他 1,805千円

計 162,598千円

評価性引当額 △ 614千円

繰延税金資産合計 220,042千円

固定資産圧縮積立金 84,645千円

その他有価証券評価差額金 129,371千円

計 214,016千円

繰延税金資産の純額 6,026千円

(流動) 

(固定) 

繰延税金負債 

たな卸資産評価損否認 24,482千円

未払事業税否認 7,474千円

賞与引当金否認 24,644千円

その他 4,681千円

計 61,281千円

退職給付引当金否認 85,893千円

役員退職慰労引当金否認 36,749千円

投資有価証券評価損否認 8,685千円

修繕引当金否認 27,986千円

その他 1,069千円

計 160,382千円

評価性引当額 △614千円

繰延税金資産合計 221,049千円

固定資産圧縮積立金 80,283千円

その他有価証券評価差額金 282,131千円

その他 7,680千円

計 370,094千円

繰延税金負債の純額 149,045千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 41.8％

 （調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項

目 1.3％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 △0.3％

住民税均等割 0.8％

持分法投資利益 △5.4％

税率変更による差異 1.0％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.1％

法定実効税率 40.4％

 （調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項

目 1.4％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 △0.3％

住民税均等割 0.7％

持分法投資利益 △7.8％

試験研究費の税額控除                 △1.1％

在外関係会社の留保利益               1.9％

過年度法人税等 2.7％

その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.1％
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⑥ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品及び役務の名称 

 提供する製品・役務の種類に基づきセグメンテーションしております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は314,865千円であり、その主なものは、

提出会社本社の管理部門に係るものであります。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,136,094千円であり、その主なものは、連結

財務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

  

研磨布紙 
等製造販売 
事業 

（千円） 

ＯＡ器材 
部材等製造
販売事業 
（千円） 

不動産 
賃貸事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 4,312,793 592,503 361,967 5,267,263 － 5,267,263 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 4,312,793 592,503 361,967 5,267,263 － 5,267,263 

営業費用 4,110,727 432,411 93,613 4,636,751 314,865 4,951,616 

営業利益 202,066 160,092 268,354 630,512 △314,865 315,647 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産 3,069,744 349,031 850,022 4,268,797 1,136,094 5,404,891 

減価償却費 72,924 6,731 41,387 121,042 5,226 126,268 

資本的支出 57,217 25,805 － 83,022 13,145 96,167 

事業区分 主要な製品及び役務 

研磨布紙等 

製造販売事業 

研磨布、耐水研磨紙、リコーズベルト、レジンベルト

等 

ＯＡ器材部材等 

製造販売事業 
ゴムローラー、グリップローラー等 

不動産賃貸事業 理研神谷ビルの株式会社ダイエーへの賃貸 
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当連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品及び役務の名称 

 提供する製品・役務の種類に基づきセグメンテーションしております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は314,369千円であり、その主なものは、

提出会社本社の管理部門に係るものであります。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,546,235千円であり、その主なものは、連結

財務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

全セグメントの売上高の合計および資産の合計額に占める本邦の割合がいずれも90%を超えているため記載を

省略しております。 

当連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

全セグメントの売上高の合計および資産の合計額に占める本邦の割合がいずれも90%を超えているため記載を

省略しております。 

  

研磨布紙 
等製造販売 
事業 

（千円） 

ＯＡ器材 
部材等製造
販売事業 
（千円） 

不動産 
賃貸事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 4,357,319 1,012,727 329,280 5,699,326 － 5,699,326 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 4,357,319 1,012,727 329,280 5,699,326 － 5,699,326 

営業費用 4,126,778 833,144 91,670 5,051,592 314,369 5,365,961 

営業利益 230,541 179,583 237,610 647,734 △314,369 333,365 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産 3,452,959 649,289 810,971 4,913,219 1,546,235 6,459,454 

減価償却費 74,000 8,967 39,051 122,018 3,591 125,609 

資本的支出 144,784 142,121 － 286,905 4,037 290,942 

事業区分 主要な製品及び役務 

研磨布紙等 

製造販売事業 

研磨布、耐水研磨紙、リコーズベルト、レジンベルト

等 

ＯＡ器材部材等 

製造販売事業 
ゴムローラー、グリップローラー等 

不動産賃貸事業 理研神谷ビルの株式会社ダイエーへの賃貸 
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ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

海外売上高は連結売上高の10%未満であるため記載を省略しております。 

当連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

海外売上高は連結売上高の10%未満であるため記載を省略しております。 

⑦ 関連当事者との取引 

前連結会計年度（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

     該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

     該当事項はありません。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

（重要な後発事象） 

    特記すべき事項はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 318.77円

１株当たり当期純利益金額 20.33円

１株当たり純資産額 366.02円

１株当たり当期純利益金額 24.52円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 24.51円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在していないため記載してお

りません。 

  

  
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 212,021 250,335 

普通株主に帰属しない金額（千円） 15,720 19,400 

（うち利益処分による取締役賞与金（千円）） (15,720) (19,400) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 196,301 230,935 

期中平均株式数（株） 9,654,004 9,419,198 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額      

当期純利益調整額（千円）  － － 

普通株式増加数（株）  － 4,129 

（うち新株予約権）  － (4,129) 
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５．生産、受注及び販売の状況 
(1）生産実績 

 （注） 研磨布紙等製造販売事業については内訳を記載しております。 

(2）受注状況 

 （注） 研磨布紙等製造販売事業については内訳を記載しております。 

  （単位 千円）

区分 

16年12月期 
（平成16年１月～12月） 

17年12月期 
（平成17年１月～12月） 

金額 構成率 金額 構成率 

  ％  ％ 

研磨布 1,877,320 53.6 1,810,699 45.4 

研磨紙 799,708 22.8 832,763 20.9 

その他 239,158 6.8 313,889 7.9 

研磨布紙等製造販売事業 2,916,186 83.2 2,957,351 74.2 

ＯＡ器材部材等製造販売事業 590,948 16.8 1,026,520 25.8 

合計 3,507,134 100.0 3,983,871 100.0 

  （単位 千円）

区分 

16年12月期 
（平成16年１月～12月） 

17年12月期 
（平成17年１月～12月） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

製品 

研磨布 1,868,055 56,290 1,782,761 28,995 

研磨紙 799,476 12,687 831,303 16,397 

その他 230,448 7,191 280,642 12,578 

計 2,897,979 76,168 2,894,706 57,970 

商品 

研磨紙 2,568 － 2,794 － 

その他 1,421,225 15 1,441,606 － 

計 1,423,793 15 1,444,400 － 

研磨布紙等製造販売事業 4,321,772 76,183 4,339,106 57,970 

ＯＡ器材部材等製造販売事業 604,699 12,368 1,037,950 37,591 

合計 4,926,471 88,551 5,377,056 95,561 
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(3）販売実績 

 （注） 研磨布紙等製造販売事業については内訳を記載しております。 

  （単位 千円）

区分 

16年12月期 
（平成16年１月～12月） 

17年12月期 
（平成17年１月～12月） 

金額 構成率 金額 構成率 

   ％  ％ 

製品 

研磨布 1,859,804 35.3 1,810,056 31.8 

研磨紙 803,159 15.3 827,593 14.5 

その他 225,966 4.3 275,255 4.8 

計 2,888,929 54.9 2,912,904 51.1 

商品 

研磨紙 2,568 0.0 2,794 0.0 

その他 1,421,296 27.0 1,441,621 25.3 

計 1,423,864 27.0 1,444,415 25.3 

研磨布紙等製造販売事業 4,312,793 81.9 4,357,319 76.4 

ＯＡ器材部材等製造販売事業 592,503 11.2 1,012,727 17.8 

不動産賃貸 361,967 6.9 329,280 5.8 

合計 5,267,263 100.0 5,699,326 100.0 
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