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１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 7,210 (△0.8) 901 (6.1) 913 (7.4)

17年３月期 7,269 (4.9) 849 (2.0) 850 (△0.6)

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 ％ ％ ％

18年３月期 533 (3.3) 109 29 ― ― 6.3 9.3 12.7

17年３月期 516 (9.4) 104 95 ― ― 6.4 9.0 11.7

（注）①持分法投資損益 18年３月期  －百万円 17年３月期  －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 4,799,387株 17年３月期 4,799,859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

(2）連結財政状態 （百万円未満切り捨て）

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

18年３月期 10,019 8,648 86.3 1,800 21

17年３月期 9,569 8,267 86.4 1,719 94

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 4,799,387株 17年３月期 4,799,387株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切り捨て）

営業活動による
キャッシュ・フロ―

投資活動による
キャッシュ・フロ―

財務活動による
キャッシュ・フロ－

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

18年３月期 886 △879 △144 912

17年３月期 598 △182 △121 1,044

(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 1社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 ―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

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３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 3,750 535 311

通　期 6,800 770 444

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　90円 70銭

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能

性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料

の６ページを参照してください。
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１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社と親会社（日本油脂㈱）及び連結子会社（㈱カクタス）と非連結

子会社（㈱サーモ）、関連会社（㈱テルモ及び㈱サイエンステクノロジートレーディング）により構成され、化学品、

火工品、機器類等の製品の製造販売を主な事業内容とし、事業活動を展開しております。

　当社グループの事業に係る位置づけは次のとおりであります。

化学品事業　当社が製造販売するほか、化工材の一部を日本油脂㈱から生産を受託しております。

温度管理用示温材、医療滅菌用資材に用いる材料の一部を関連会社の㈱テルモに支給し、製品を仕入れ

ております。

温度管理用示温材、建設資材の一部を子会社の㈱カクタスに販売しております。

温度管理用示温材を子会社の㈱サーモに販売しております。

火工品事業　当社が製造販売するほか、ロケット用火工品の一部は日本油脂㈱から生産を受託しております。

機器類事業　当社が製造販売するほか、機器類「その他」の一部を関連会社の㈱サイエンステクノロジートレーディ

ングに販売しております。

機器類「その他」の製品の一部を関連会社の㈱サイエンステクノロジートレーディングより仕入れてお

ります。

　事業の系統図は次のとおりであります。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

(1）当社グループは、社会情勢の変化に即応し得る企業体質を維持し積極的な経営を展開する

(2）創意と工夫により独特な商品を生み出し社業の拡大をはかる

(3）社会に有益な商品を供給するなど企業としての社会的責任を果たす

　以上３点を基本方針としております。

　当社グループは上記基本方針のもと、これまで培ってまいりました技術、品質の弛まざる向上を今後も継続すると

共に、さらに一層研究開発に取り組み、経営基盤の強化を図り、業績向上に努めてまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけ、安定した経営基盤の確保と株主

資本利益率の向上に努めております。利益配当につきましては、当該決算期の業績と翌期以降の見通しを総合的に勘

案して、安定した配当の継続を維持しながら、業績に応じた配当を行うことを基本方針にしており、配当性向30％を

基準とする配当政策をとっております。

また、配当実施時期につきましては、定款の定めに則り、平成19年3月期より中間配当を実施いたします。
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(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社グループは、当社株式の流動性向上と株主数増加が重要な課題と認識しております。投資家の皆様がより投資

しやすい環境整備のため、株式の投資単位の引き下げを視野に入れておりますが、慎重に検討いたしているところで

あります。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは高収益体質を維持しつつ、業容拡大をしていくことを目指しており、売上高利益率を最も重要な経

営指標と考えております。

当社グループは、2007年度を最終年度とする中期経営計画において、最終年度に売上高6,670百万円、経常利益733百

万円とする目標を定め、その達成に取り組んでまいりました。しかしながら、当連結会計年度の実績や次期の見通し

から勘案しまして、計画立案時と状況の変化が著しいため、2007年度の目標を次のように修正して、その達成に取り

組んでまいります。

2007年度目標 売上高 7,170百万円

経常利益 850百万円

 

(5）中長期的な会社の経営戦略

　顧客要望に迅速に対応できる技術力と高い顧客信頼性を柱に、既存事業を継続して強化発展させるとともに、次の

4項目を重点実施事項として取り組んでまいります。

(1)新製品開発と新市場開拓への注力    

　今後の事業拡大のためには、新製品開発と新市場開拓が不可欠であり、これを推進してまいります。特にケミ

カルインジケータと海洋機器につきましては、重点部門として、中長期的視点に立って、新製品開発と新市場開

拓に注力します。

(2)コストダウンによる市場競争力の強化

  競合他社との激しい価格競争に打ち勝ち、マーケットシェアの維持拡大を図るため、コストダウンを強化し、

価格競争力の向上を図ります。

(3)品質保証の徹底による顧客満足度の向上     

 品質改善のＰＤＣＡを回し、品質不良・クレームの低減を図り、顧客満足度の向上に努めます。

      (4)保安の確保と環境改善

 安全・保安の確保と環境改善に取り組み、地域から信頼される工場を目指します。

　今後とも、顧客ニーズを先取りし、開発営業に注力して、経営の安定化と業容拡大を計ってまいります。

(6）会社の対処すべき課題

　わが国経済は、原油高騰に伴う原料高の影響や、過熱している中国経済の動向など国際経済的な不安要因はあるも

のの、設備投資は活発化しており、緩やかながらも着実な回復基調にあります。当社グループもこの景気動向の恩恵

を多少なりとも受けております。

　しかしながら、当社グループは、ニッチ市場に向けた特殊な商品を、顧客要望に応じて開発展開して事業収益をあ

げる、ニッチ型事業を主力としており、当社グループが対象としてきた市場は成熟期を迎え、長期的には大きな成長

を期待できず、縮小化の懸念もあるものと認識しております。

　そうした市場環境のもと、競合企業との価格競争はさら激化してくるものと予測しております。

　当社グループは、このような事業環境のなかで、新たな成長へ向かうべく、強固な事業基盤の構築を目指します。

このため、「海洋から宇宙まで」の幅広い分野で培った商品開発力により、種々の差別化商品の市場投入を積極的に

行い、既存市場の掘り起こしと市場シェアの拡大を目指すと同時に、新規分野の開拓を推進してまいります。

　また、業務改善によりコスト競争力を確保し、成果主義に基づく新人事制度を導入して、厳しい事業環境に耐え得

る企業体質の実現を図ってまいります。

　個別事業の対処すべき課題と諸施策は、次のとおりです。

化学品：ケミカルインジケータ分野につきましては、温度管理用示温材は、主要な需要先である電力各社の経費節

減志向の中、競合他社との価格競争が激化しており、さらにコスト低減に努力して、競争力の強化に努め

ます。また、環境対応型の新型示温材の開発を進め、他社との差別化を図ります。

それとともに、食品分野等の新たな市場分野をさらに拡大すべく、注力してまいります。平成16年度に市

場投入したIVRインジケータ（商品名：Radi Map）、放射線照射確認用インジケータ（商品名：GRラベル）

の市場定着に努めてまいります。
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医療用滅菌資材では、平成16年に発売した、滅菌インジケータをフィルム内に印刷した新型滅菌バッグの

拡販を進め、マーケットシェア拡大を図ります。また、最近低迷化しているヨーロッパ市場を再度掘り起

こし、拡販を図ります。

建設資材分野につきましては、コスト競争力の強化を目指した新製品開発に取り組んでまいります。また、

JR鉄道総研から使用認可をうけました信号ボンド溶接材「銅テルボンド」の使用実績確保に努めてまいり

ます。

化工材分野では、平成16年度に市場投入したガス発生剤を用いた防犯用インク噴射器の市場定着を進める

とともに、ガス発生剤技術の応用製品の探査・開発に注力してまいります。

火工品：火工品事業では、信頼性向上、低コスト化等の顧客要望に対応してまいります。それとともに、将来の宇

宙開発に要求される高性能火工品の開発に取り組んでまいります。

機器類：電設器材分野につきましては、顧客先の電力各社のニーズに基づいて、永年培ってまいりました固有技術

を生かした応用製品の開発に取り組んでまいります。平成16年度から取り組んできた電線損傷表示器の市

場定着を図りますとともに、事故点表示器を「アクア・イー・モニター」と組み合わせた伝送装置の完成

を進めてまいります。

海洋機器分野につきましては、当連結会計年度に納入した海底掘削装置（BMS）を納入しそのメンテナンス

作業も受注いたしたしましたが、今後もBMSのメンテナンス作業の受注定着に取り組んでまいります。また、

水質環境リモート監視装置「アクア・イー・モニター」の販路拡大と用途開発、水中自動昇降装置の拡販、

切り離し装置技術の応用開発を図るとともに、国内外のビッグプロジェクトへの参画や海外市場への展開

に積極的に取り組んでまいります。

(7）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割
合（％）

親会社が発行する株券が上場されてい
る証券取引所など

日本油脂株式会社 親会社 66.67
株式会社東京証券取引所

市場第一部

②　親会社等の企業グループにおける当社の位置づけと取引関係及び人的関係

(1)日本油脂株式会社は当社議決権の66.67％を所有する親会社です。当社及び親会社の企業グループは多岐にわ

　 たる事業を営んでおり、このうち当社は化薬に関する分野で密接な関係にあります。当社は化薬事業を推進

　 する親会社と一定の協力関係を保つ必要があると認識しております。そこで当社は経営情報及び技術ノウハ

   ウの交換等を目的として、兼務取締役１名と兼務監査役２名及び４名の出向者を受け入れております。

(2)当社は、親会社の企業グループとの間で保証・被保証関係及び主要な製品に係るライセンス等はございませ

   ん。

(3)当社と同社との取引関係は、当社売上高17.9％、仕入高1.3％であり、営業取引面において継続的で良好な関

   係にあり、今後とも取引上の関係強化を図ってまいります。

   また同社グループに対する取引条件は、特別な条件や制約を設定しておりません。

(4)当社は、親会社等とは資本関係や取引面においては緊密な関係にありますが、事業分野では明確な棲分けがな

   されており、親会社等から当社の自由な事業活動に制約を受ける状況にはありません。また当社には親会社か

   ら兼務取締役が就任しておりますが、当社の取締役のうち親会社の兼務取締役は1名で、半数に至る状況では

   なく、その就任は当社からの要請に基づくものであることから、独自の経営判断を妨げるほどのものではな

   く、事業運営面においての独立性は確保されていると認識しております。

 役員の兼務状況

役員及び監査役 氏　名 親会社での役職 就任理由

 非常勤取締役 小 川  高 明 　日本油脂㈱執行役員化薬事業本部長 

経営情報及び技術ノウハウ交

換のため当社より就任依頼 

 非常勤監査役 小 林  昭 一 　日本油脂㈱常勤監査役 

 非常勤監査役 大 島  久 志 　日本油脂㈱化薬事業本部技術企画室長 

      （注）当社の取締役6名、監査役3名のうち、親会社との兼務役員は当該３名であります。
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  出向者の受入れ状況

部 署 名 人  数 出向元の親会社名 出向者受入れ理由

 営業本部 ２名 日本油脂株式会社    営業部門強化のため当社より依頼 

 経 理 部 １名 日本油脂株式会社    経理部門強化のため当社より依頼 

 大阪支店 １名 日本油脂株式会社    大阪支店営業事務補強のため  

       （注）平成18年3月末現在の当社の従業員は205名であります。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

①　内部監査室

　社長直属の組織として内部監査室を設置し「内部監査規程」及び「内部監査規程実施要領」に基づき、年間計画

に従って業務部門の内部監査を実施し、業務の推行状況の適正の確認、誤謬の防止を図るとともに、会社財産の保

全、経営効率の向上の助言を行い、定期的かつ随時必要な内部監査を実施しております。また当期よりコンプライ

アンス、安全、環境の監査も実施いたしております。

②　品質管理委員会

　品質方針に基づき、品質改善実施計画を作成し、年2回の品質管理委員会を開催し、内部監査委員による年15回の

品質監査を実施し、品質の維持向上を図り、社長による品質マネジメントシステムの検証、有効性の確認が行われ

ております。

－ 5 －



３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の全般的拡大を背景に、設備投資も活発化し、雇用状況も改善

され、個人消費も回復しており、景気は緩やかながらも確実に回復してきました。

　こうした状況下で、当社グループは積極的な営業活動を展開するとともに、コスト低減を図り、新規分野開拓と

新規商品開発に注力し、収益拡大に努めてまいりました。

　各事業別の概況は次のとおりです。

化学品：温度管理用示温材は、競合他社との価格競争から電力、鉄道等の大口需要家向けの販売価格が下落しま

したが、半導体製造工程管理用の需要増があり、また食品業界向けの新規需要分野への拡販に注力した

結果、前連結会計年度より増収となりました。医療用滅菌資材のうち、滅菌バッグは新規投入した新型

滅菌バッグTS-2000シリーズが好評で増収となりましたが、滅菌カードはヨーロッパ向け輸出がやや不振

で減収となりました。建設資材につきましては、トンネル掘削用補助資材が、公共投資の減少による受

注減のほか、原油高騰にともなう原料高のため価格是正を行った影響から、減収となりましたが、無機

系固着剤は、JR東日本の新幹線橋梁耐震工事に採用される等、耐震補強用途で大幅に増収となりました。

電設工具類は、建設関係の需要が好調で増収となりました。化工材では、焼尽材は受注減から減収とな

りましたが、燻煙剤用点火具は好調に推移し、ガス発生剤も、防犯用インク噴射器をはじめ防犯用途の

製品が増収となりました。

　この結果、化学品事業の売上高は、5,199百万円（対前連結会計年度比1.2%増）となりました。

火工品：平成17年度は、H-ⅡAロケット8号機、9号機、M-Vロケットが連続して打ち上げに成功し、わが国の宇宙

開発事業に弾みのついた年でした。ロケット用火工品は、宇宙観測用開発品の納入があり、また防衛用

火工品も順調で、増収となりました。

　この結果、火工品事業の売上高は、798百万円（対前連結会計年度比3.3%増）となりました。

機器類：電設器材につきましては、これまで主要顧客である電力各社の保守予算削減が続いておりましたが、当

連結会計年度は、主力のGファインダーが増収に転じ、その他R型閃絡表示器等の受注も増え、増収とな

りました。

海洋機器につきましては、前年度に引き続き、大陸棚精査用の海底地震計切離装置を140台納入し、また

海底掘削装置（BMS）2号機の納入を完了したほか、BMS１号機のメンテナンス作業も受注するなど、好調

ではありましたが、大陸棚精査関連の売上が好調であった前連結会計年度には届かず、若干減収となり

ました。またその他機器類は大幅に減収となりました。

　この結果、機器類事業の売上高は、1,213百万円（対前連結会計年度比10.7％減）となりました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は7,210百万円（対前連結会計年度比0.8％減）と僅かに減収となりました

が、品種構成の影響もあり、経常利益は913百万円（対前連結会計年度比7.4％増）、当期純利益は533百万円（対前

連結会計年度比3.3％増）と増益となりました。

　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）財政状態

 　　 ①財政状態　

当連結会計年度末の総資産は10,019百万円で、前連結会計年度末より4.7％、450百万円増加しました。

　流動資産は8,541百万円で、前連結会計年度末より7.1％、564百万円増加しました。これは、売上債権の回収が進

み233百万円減少しましたが、短期貸付金が760百万円増加したことが、主な要因です。短期貸付金は、主に親会社

である日本油脂㈱が運営するキャッシュ・プーリング・システムへの貸付であります。

　固定資産は1,477百万円で、前連結会計年度末より7.2％、114百万円減少しました。これは、有形・無形固定資産

が減価償却の進行で85百万円減少し、繰延税金資産（固定資産）が20百万円減少したことによるものです。

　当連結会計年度末の総負債は1,370百万円で、前連結会計年度末より5.3％、68百万円増加しました。これは、主

に増益に伴い未払法人税等が増加したことによるものです。

　当連結会計年度末の純資産は8,648百万円で、前連結会計年度末より4.6％、381百万円増加しました。これは配当

金の支払いがあったものの、好調な業績に伴い利益剰余金が増加したことによるものです。
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 ②当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における連結ベースの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131百万円減少し、当連結会計年度末には912百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益の増加と法

人税等の支払減少などで、営業活動による資金獲得が増加しましたが、貸付金増加によって投資活動による資金支

出が増加し、また配当金の増加で財務活動による資金支出が増加したことによるものであります。

　当連結会計年度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）

　当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は886百万円（前連結会計年度比48.2%増）となり、288百万

円増加しました。

　これは、前連結会計年度にくらべ、税金等調整前当期純利益が89百万円増加して930百万円となり、たな卸資産増

加による資金使用が122百万円増加しましたが、売上債権回収による資金回収が128百万円増加し、法人税等の支払

による資金支出も157百万円減少したことなど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）

　当連結会計年度において投資活動により支出した資金は879百万円（前連結会計年度比382.7％増）となり、697百

万円増加しました。

　これは、固定資産の取得による支出が36百万円増加したほか、短期貸付金の貸付・回収による支出が660百万円増

加したことによるものであります。短期貸付金の貸付・回収の主な内容は、親会社の運営するキャッシュ・プーリ

ング・システムへの余剰資金の貸付・回収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）

　当連結会計年度において財務活動によって支出した資金は144百万円（前連結会計年度比19.1％増）となり、23百

万円増加しました。

　これは、配当金による支出で、前連結会計年度より増加したのは、一株当り配当金を25円から30円に増配したこ

とによるものです。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

株主資本比率（％） 84.7 87.9 84.6 86.4 86.3

時価ベースの株主資本比率（％） 43.6 35.8 52.5 61.7 65.4

債務償還年数 ― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ― ― ―

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：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

※　いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※　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。

(3）通期の見通し

　次期におきましても、わが国経済は、引き続き好調な景気を維持するものと予想されております。

　しかし、当社グループでは、化学品事業につきましては、原油高騰による原料高が懸念され、また競合会社との

競争激化により販売価格が下落し、さらに厳しい国家財政の影響によって受注が減少すると予測しております。

　機器類事業につきましては、海洋機器が、関連するビッグ・プロジェクトが一段落して、減収となる見込みであ

ります。 

　当社グループは、引き続き、コストダウンによる価格競争力や、新製品開発、新市場開拓に注力してまいります

が、こうした状況の下、次期につきましては、当連結会計年度より減収減益となる見込みであり、現時点における

次期の業績見通しは、売上高6,800百万円、経常利益770百万円、当期純利益444百万円と予測しております。
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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17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３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 1,044,143 912,246  

２．受取手形及び売掛金 2,873,701 2,640,673  

３．たな卸資産 1,536,545 1,686,741  

４．繰延税金資産 139,753 142,126  

５．短期貸付金 2,350,000 3,110,200  

６．その他 79,556 61,067  

貸倒引当金 △46,638 △11,168  

流動資産合計 7,977,063 83.4 8,541,887 85.3 564,824

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物 1,474,711 1,478,141  

減価償却累計額 808,285 666,426 845,659 632,481  

(2）機械装置及び運搬
具

1,303,975 1,338,582  

減価償却累計額 1,015,229 288,745 1,068,534 270,048  

(3）土地 63,280 63,280  

(4）建設仮勘定 3,454 1,456  

(5）その他 1,039,353 1,037,483  

減価償却累計額 845,137 194,215 868,995 168,487  

有形固定資産合計 1,216,121 12.7 1,135,754 11.3 △80,366

２．無形固定資産  

(1）その他 26,711 21,812  

無形固定資産合計 26,711 0.3 21,812 0.2 △4,899

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※１ 139,402 147,471  

(2）長期貸付金 41,000 20,600  

(3）繰延税金資産 110,912 90,605  

(4）その他 75,577 78,535  

貸倒引当金 △17,516 △17,351  

投資その他の資産合
計

349,374 3.6 319,860 3.2 △29,513

固定資産合計 1,592,207 16.6 1,477,427 14.7 △114,779

資産合計 9,569,270 100.0 10,019,315 100.0 450,044
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３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．買掛金 412,146 398,844  

２．未払法人税等 152,174 225,126  

３．賞与引当金 255,292 262,729  

４．その他 223,041 264,910  

流動負債合計 1,042,655 10.9 1,151,611 11.5 108,956

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 144,250 110,521  

２．役員退職慰労引当金 96,223 84,105  

３．その他 19,002 24,482  

固定負債合計 259,477 2.7 219,108 2.2 △40,368

負債合計 1,302,132 13.6 1,370,720 13.7 68,588

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 － － － － －

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 1,478,000 15.5 1,478,000 14.7 －

Ⅱ　資本剰余金 1,131,520 11.8 1,131,520 11.3 －

Ⅲ　利益剰余金 5,656,179 59.1 6,032,901 60.2 376,721

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

2,271 0.0 7,006 0.1 4,734

Ⅴ　自己株式 ※３ △833 △0.0 △833 △0.0 －

資本合計 8,267,137 86.4 8,648,594 86.3 381,456

負債、少数株主持分及
び資本合計

9,569,270 100.0 10,019,315 100.0 450,044
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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 7,269,714 100.0 7,210,887 100.0 △58,827

Ⅱ　売上原価 ※２ 5,111,266 70.3 4,930,975 68.4 △180,290

売上総利益 2,158,448 29.7 2,279,911 31.6 121,463

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1，2 1,308,972 18.0 1,378,749 19.1 69,777

営業利益 849,475 11.7 901,161 12.5 51,686

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 15,231 6,989  

２．有価証券利息 2,169 3,624  

３．受取配当金 2,015 1,960  

４．業務委託手数料 4,057 4,076  

５．クレーム補償金収入 － 5,331  

６．為替差益 － 5,819  

７．雑収入 7,998 31,471 0.4 6,102 33,903 0.5 2,431

Ⅴ　営業外費用  

１．たな卸資産除却損 13,993 20,123  

２．為替差損 11,943 －  

３．雑損失 4,668 30,605 0.4 1,263 21,387 0.3 △9,218

経常利益 850,341 11.7 913,678 12.7 63,336

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻入益 － －  32,527 32,527 0.4 32,527

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※４ 57 －  

２．固定資産除却損 ※３ 4,107 15,805  

３．訴訟和解金 5,000 9,165 0.1 － 15,805 0.2 6,640

税金等調整前当期純利
益

841,176 11.6 930,400 12.9 89,224

法人税、住民税及び事
業税

341,165 382,478  

法人税等調整額 △16,228 324,936 4.5 14,718 397,197 5.5 72,260

当期純利益 516,240 7.1 533,203 7.4 16,963
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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４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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 1,131,520 1,131,520  

Ⅱ　資本剰余金期末残高 1,131,520 1,131,520 －

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 5,272,439 5,656,179 383,740

Ⅱ　利益剰余金増加高  

当期純利益 516,240 516,240 533,203 533,203 16,963

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１．配当金 120,000 143,981  

２．取締役賞与 12,500 132,500 12,500 156,481 23,981

Ⅳ　利益剰余金期末残高 5,656,179 6,032,901 376,721

 

－ 11 －



(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４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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  

税金等調整前当期純利益 841,176 930,400  

減価償却費 209,496 194,064  

賞与引当金の増減額（減少△） 5,814 7,436  

退職給付引当金の増減額（減少△） 10,382 △33,729  

役員退職慰労引当金の増減額（減少△） 19,867 △12,118  

貸倒引当金の増減額（減少△） △15,607 △35,635  

受取利息及び受取配当金 △17,246 △8,949  

有価証券利息 △2,169 △3,624  

為替差損益（差益△） 11,943 △6,051  

有形・無形固定資産売却損 57 －  

有形・無形固定資産除却損 4,107 15,805  

売上債権の増減額（増加△） 104,571 233,028  

たな卸資産の増減額（増加△） △27,658 △150,196  

その他資産の増減額（増加△） △25,830 11,597  

仕入債務の増減額（減少△） 6,491 △13,301  

その他負債の増減額（減少△） 14,812 50,296  

未払消費税等の増減額（減少△） △66,918 △9,035  

役員賞与の支払額 △12,500 △12,500  

小計 1,060,791 1,157,486 96,695

利息及び配当金の受取額 19,579 16,548  

災害による保険料収入 － 37,122  

法人税等の支払額 △482,108 △324,719  

営業活動によるキャッシュ・フロー 598,261 886,438 288,176

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形・無形固定資産の取得による支出 △103,719 △140,071  

投資有価証券の取得による支出 △120 △119  

投資信託特別分配金 1,323 －  

貸付による支出 △3,050,000 △3,550,000  

貸付金の回収による収入 2,970,200 2,810,200  

投資活動によるキャッシュ・フロー △182,316 △879,991 △697,675

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △833 －  

配当金の支払額 △120,446 △144,396  

財務活動によるキャッシュ・フロー △121,279 △144,396 △23,116

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,943 6,051 17,995

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少△） 282,723 △131,897 △414,620

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 761,420 1,044,143 282,723

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,044,143 912,246 △131,897
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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４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　１社

　 連結子会社の名称

　 ㈱カクタス

(2)主要な非連結子会社の名称等

　 主要な非連結子会社

　 ㈱サーモ

 （連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社（㈱サーモ）は、小規模で

あり、総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は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。

(1)連結子会社の数　１社

　 連結子会社の名称

　 ㈱カクタス

(2)主要な非連結子会社の名称等

　 主要な非連結子会社

　 ㈱サーモ

 （連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社（㈱サーモ）は、小規模で

あり、総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は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．持分法の適用に関する事項 子会社(㈱サーモ)、関連会社(㈱テルモ

及び㈱サイエンステクノロジートレー

ディング)は、それぞれ当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がないため持

分法の適用範囲から除外しております。

子会社(㈱サーモ)、関連会社(㈱テルモ

及び㈱サイエンステクノロジートレー

ディング)は、それぞれ当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がないため持

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

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算

日と一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

(イ）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

イ　有価証券

(イ）満期保有目的の債券

同左

(ロ）その他有価証券

時価のあるもの

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）

(ロ）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

時価のないもの

同左

ロ　たな卸資産

製品・原材料・仕掛品及び貯蔵品

移動平均法による原価法

ロ　たな卸資産

製品・原材料・仕掛品及び貯蔵品

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）

については定額法）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

あります。

イ　有形固定資産

同左

建物及び構築物　　　７～50年

機械装置及び運搬具　４～17年

ロ　無形固定資産

定額法。なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における利用可

能期間（５年）による定額法を採用し

ております。

ロ　無形固定資産

同左

ハ　長期前払費用

定額法

ハ　長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

ロ　賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支

給見込額の当期負担額を計上しており

ます。

ロ　賞与引当金

同左

ハ　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

ハ　退職給付引当金

同左

ニ　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

ニ　役員退職慰労引当金

同左

(4）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
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及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

連結調整勘定は発生しておりません。 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

 連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度

（自　平成16年４月１日

    至　平成17年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成17年４月１日

    至　平成18年３月31日）

────  当連結会計年度より、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

る損益に与える影響はありません。
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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17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券（株式）　 72,800千円

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券（株式）　 72,800千円

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式4,800,000株で

あります。

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式4,800,000株で

あります。

※３．当社が保有する自己株式の数は、普通株式613株で

あります。

※３．当社が保有する自己株式の数は、普通株式613株で

あります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 5,904千円

給料手当 400,843

賞与引当金繰入額 83,552

退職給付費用 28,627

役員退職慰労引当金繰入額 19,867

減価償却費 26,194

貸倒引当金繰入額 －千円

給料手当 429,818

賞与引当金繰入額 91,639

退職給付費用 17,893

役員退職慰労引当金繰入額 13,881

減価償却費 26,141

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

504,203千円 495,828千円

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 465千円

機械装置及び運搬具 301

その他 3,340

計 4,107

建物及び構築物 12,920千円

機械装置及び運搬具 423

その他 2,461

計 15,805

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４．　　　　　　　　　────

その他 57千円

計 57

（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４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,044,143千円

現金及び現金同等物 1,044,143千円

現金及び預金勘定 912,246千円

現金及び現金同等物 912,246千円
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①　有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 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

(1）株式 3,301 4,584 1,283

(2）その他 22,239 26,601 4,361

小計 25,540 31,185 5,644

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 4,490 3,700 △790

(2）その他 28,257 27,216 △1,041

小計 32,747 30,916 △1,831

合計 58,288 62,101 3,813

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

該当事項はありません。

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 4,500

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

該当事項はありません。
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当連結会計年度（平成18年３月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 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

(1）株式 3,420 8,310 4,889

(2）その他 50,496 58,266 7,769

小計 53,917 66,576 12,658

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 4,490 3,595 △895

(2）その他 － － －

小計 4,490 3,595 △895

合計 58,408 70,171 11,762

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 4,500

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

該当事項はありません。
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②　デリバティブ取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至

　平成18年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。

③　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

当社グループは、適格退職年金制度と退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

簡便法によっております。

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △626,760 △678,360

(2）年金資産（千円） 482,509 567,839

(3）未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △144,250 △110,521

(4）退職給付引当金（千円）(3)＋(4) △144,250 △110,521

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用（千円）

(1）勤務費用（千円）

101,963

101,963

55,470

55,470
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④　税効果会計

前連結会計年度

（平成17年３月31日）

当連結会計年度

（平成18年３月31日）

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（千円） （千円）

繰延税金資産 繰延税金資産

賞与引当金 103,240 賞与引当金 103,132

退職給付引当金 58,335 退職給付引当金 40,856

役員退職慰労引当金 38,912 役員退職慰労引当金 34,012

未払事業税否認 25,171 未払事業税否認 18,026

貸倒引当金 5,756 貸倒引当金 △1,125

子会社における繰越欠損金 8,714 子会社における繰越欠損金 －

その他 28,806 その他 42,587

繰延税金資産小計 268,937 繰延税金資産小計 237,488

評価性引当額 △16,729 評価性引当額 －

繰延税金資産合計 252,207 繰延税金資産合計 237,488

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,542 その他有価証券評価差額金 △4,756

繰延税金負債合計 △1,542 繰延税金負債合計 △4,756

繰延税金資産（負債）の純額 250,665 繰延税金資産（負債）の純額 232,731
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⑤　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４月１日　至平成17年３月31日）

化学品事業
（千円）

火工品事業
（千円）

機器類事業
（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 5,139,012 772,564 1,358,137 7,269,714 － 7,269,714

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 5,139,012 772,564 1,358,137 7,269,714 － 7,269,714

営業費用 4,293,791 808,090 1,318,357 6,420,239 － 6,420,239

営業利益又は営業損失(△) 845,221 △35,526 39,780 849,475 － 849,475

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 3,976,528 876,014 874,343 5,726,886 3,842,383 9,569,270

減価償却費 158,101 28,810 22,584 209,496 － 209,496

資本的支出 87,971 15,093 37,828 140,892 － 140,892

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の種類・性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

化学品

温度管理用示温材

医療滅菌用資材

建設資材

化工材

火工品 ロケット用火工品

機器類

電設器材

海洋機器

その他

３．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の金額はありません。

４．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3,842,383千円であり、その主なものは、親会社で

の余資運用資金（現金預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産等であります。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

化学品事業
（千円）

火工品事業
（千円）

機器類事業
（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 5,199,447 798,312 1,213,127 7,210,887 － 7,210,887

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 5,199,447 798,312 1,213,127 7,210,887 － 7,210,887

営業費用 4,308,304 737,360 1,264,061 6,309,725 － 6,309,725

営業利益又は営業損失(△) 891,143 60,951 △50,933 901,161 － 901,161

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 3,886,962 941,045 722,675 5,550,682 4,468,632 10,019,315

減価償却費 142,858 26,348 24,857 194,064 － 194,064

資本的支出 94,470 20,189 11,982 126,642 － 126,642

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の種類・性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

化学品

温度管理用示温材

医療滅菌用資材

建設資材

化工材

火工品 ロケット用火工品

機器類

電設器材

海洋機器

その他

３．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の金額はありません。

４．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4,468,632千円であり、その主なものは、親会社で

の余資運用資金（現金預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（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。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至

平成18年３月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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⑥　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上の
関係

親会社 日本油脂㈱
東京都

渋谷区
15,994,817

工業油脂

他

製造販売

(被所有)

直接

66.7％

兼務

２名

生産の受

託及び同

社商品の

購入

化学品等の

生産受託
1,176,503 売掛金 522,190

短期貸付金 2,350,000
短期貸付

金
2,350,000

貸付金利息

の受取
14,437 未収収益 7,273

仕入 54,576 買掛金 4,948

その他営業

費用
51,228 未払金 －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等は、一般的取引条件と同様に決定しております。

３．短期貸付金については、親会社が実施しておりますキャッシュ・プーリング・システムによるものであります。

なお、短期貸付金については、市場金利を勘案し、利率を合理的に決定しております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上の
関係

親会社 日本油脂㈱
東京都

渋谷区
15,994,817

工業油脂

他

製造販売

(被所有)

直接

66.7％

兼務

３名

生産の受

託及び同

社商品の

購入

化学品等の

生産受託
1,209,975 売掛金 602,199

短期貸付金 3,100,000
短期貸付

金
3,100,000

貸付金利息

の受取
6,423 未収収益 3,259

仕入 44,630 買掛金 6,919

その他営業

費用
55,888 未払金 9

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等は、一般的取引条件と同様に決定しております。

３．短期貸付金については、親会社が実施しておりますキャッシュ・プーリング・システムによるものであります。

なお、短期貸付金については、市場金利を勘案し、利率を合理的に決定しております。

－ 23 －



（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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 1,719.94円

１株当たり当期純利益金額 104.95円

１株当たり純資産額 1,800.21円

１株当たり当期純利益金額 109.29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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　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。

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当期純利益（千円） 516,240 533,203

普通株主に帰属しない金額（千円） 12,500 8,700

（うち利益処分による取締役賞与金） (12,500) (8,700)

普通株式に係る当期純利益（千円） 503,740 524,503

期中平均株式数（株） 4,799,859 4,799,387

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

事業の種類別
セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 率（％）

化学品事業 2,594,848 66.2 2,884,003 68.0 289,154 111.1

火工品事業 752,213 19.2 842,460 19.9 90,247 112.0

機器類事業 569,758 14.5 511,255 12.1 △58,503 89.7

合計 3,916,820 100.0 4,237,718 100.0 320,898 108.2

　（注）　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

事業の種類別
セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

化学品事業 1,791,731 1,536,164 2,149,760 1,522,645 358,028 △13,519

火工品事業 809,064 637,000 663,312 502,000 △145,752 △135,000

機器類事業 1,352,559 405,704 755,548 203,766 △597,011 △201,938

合計 3,953,355 2,578,868 3,568,621 2,228,411 △384,734 △350,457

　（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

事業の種類別
セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 率（％）

化学品事業 5,139,012 70.7 5,199,447 72.1 60,435 101.2

火工品事業 772,564 10.6 798,312 11.1 25,748 103.3

機器類事業 1,358,137 18.7 1,213,127 16.8 △145,010 89.3

合計 7,269,714 100.0 7,210,887 100.0 △58,827 99.2

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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