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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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 21,496 (△2.7) 418 (△71.4) 880 (△51.0)

17年３月期 22,103 (0.1) 1,462 (△23.9) 1,795 (112.9)

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 1,246 (△10.5) 24 71 － － 3.0 1.7 4.1

17年３月期 1,393 － 26 22 － － 3.4 3.5 8.1

（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 50,466,643株 17年３月期  50,532,049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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 51,811 42,521 82.1 842 64

17年３月期 53,511 41,077 76.8 812 54

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期        50,462,321株 17年３月期 50,470,549株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年３月期 2,338 △2,837 △1,821 3,826

17年３月期 2,899 △7,131 2,848 6,147

(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 3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） 1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 10,500 250 150

通　期 21,700 1,000 750

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　14円86銭

※　上記の予想は、発表日現在において入手可能な情報および計画に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の経

済情勢によって予想数値と異なる可能性があります。

－ 1 －



１．企業集団の状況
　当社グループは、当社、連結対象子会社３社及び持分法適用関連会社１社で構成され特殊印刷用紙、特殊機能紙の製

造、加工、販売を主な事業内容とし、更に事業に関連する倉庫業等を展開しております。

(1）紙製造・加工・販売業

①　特殊印刷用紙・・・当社にて製造・販売しております。

②　特殊機能紙　・・・当社及び特種メーテル㈱にて製造・販売しております。

　また、販売については特種紙商事㈱等の代理店を通じて販売しております。　

③　その他　　　・・・北上ハイテクペーパー㈱にて原料の一部を製造しております。

(2）その他の事業

　その他の事業は以下のグループ各社が行っております。

　当社グループ内の製品を保管する倉庫業及び損害保険代理業については泉興産㈱が行い、リース業については特

種メーテル㈱および泉興産㈱が行っております。事業の系統図は次の通りです。

 ※１　株式会社テーエス・スピロンは、平成１７年９月１日に特種紙商事株式会社と社名を変更しております。

 　　　※２　紙製造販売業およびリース業を営む新メーテル株式会社と、紙製造販売業を営む特種紙工株式会社は

　　　　　　平成１７年１０月１日に合併し、特種メーテル株式会社として営業しております。

 　　　※３　平成１８年２月２日に北上ハイテクペーパー㈱の株式を20％取得し、持分法適用関連会社となっておりま

　　　　　　す。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社は、1926年の創立当初より特殊紙専門の開発メーカーとして、数々の国産第一号製品を市場に送り出してまい

りました。

　現在も、企業理念「新たな価値を創造し、豊かな暮らしをサポートする」と中期経営計画ビジョン「確かな品質で

ニッチ市場を切り拓くマイスターカンパニー」のもと、市場からいただいている信頼の源泉である技術力・開発力の

一層の強化に努めております。

　当社グループは、コア事業である特殊紙の分野において、お客様のニーズに合った付加価値の高い製品を提供する

ことにより、生活の向上をサポートし、ひいては文化の発展にも貢献できるよう、真に信頼される企業として、経営

の独自性を保ちつつ、さらなる成長を目指してまいりたいと考えております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に安定した配当を継続して実施することを経営の最重要課題の一つとしております。

　また、内部留保資金につきましては、製紙業界が大きく変動しつつあることに鑑み、生産効率化への設備投資，研

究開発投資，環境対策等に充当し、経営基盤の強化を図って、経営の独自性を保っていく所存です。

また自己株式の取得につきましては、株式の流動性に配慮しつつ、機動的に行っていく方針です。

(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、適正な株価形成には、株式の流動性が必要であり、投資家層の拡大を図ることが不可欠であると

認識しております。このことに鑑み、費用と効果を総合的に勘案し、株券不発行制度導入時期を目途に、投資単位の

引下げを実施することを検討しております。

(4）目標とする経営指標

　当社は、長期的にはROA（総資産経常利益率）7％を、中期的にはROA5％及び売上高経常利益率10％を経営目標に掲

げて参ります。
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(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、今後とも他社の追随を許さない技術開発力の強化に経営資源を投入し、特殊紙の専門メーカーと

しての地歩を堅持してまいります。さらに、従来市場における開発はもとより、国内外を問わず、新たな市場の開拓

も並行して取組んで参りたいと考えております。

　一方、当連結会計年度中におきましては、中長期的な経営戦略についての社内プロジェクトを起ち上げ、今後の事

業のあり方について従来以上の深度・視野を持って検討を進めてまいりました。引き続き検討は継続しておりますこ

とから、当プロジェクトの検討結果答申を踏まえて今後の経営戦略を策定する所存です。

(6）会社の対処すべき課題

　当社グループの当面の重点課題の一つは、成長性の維持です。ここ数年間、売上高が減少傾向にありますが、今後

は海外市場を含む新たな市場での商品開発の可能性を模索するため、営業活動・研究開発活動において、当社グルー

プの持つ経営資源を有効かつ効率的に運用することにより、売上の回復を目指していく方針です。

　もう一つは高収益体質の回復です。従来、当社は利益面につきましては当業界の中でも高い水準にありましたが、

当連結会計年度は減価償却費や原油相場の高騰に伴う燃料費の増加を主因に営業利益が大きく減少しております。こ

のため、前連結会計年度末より営業運転を開始した第15号抄紙機を、より効率的に操業できるよう製造部門を中心と

して改善に取組む事をはじめ、受注・生産・販売体制の基本に立ち返った見直しを行う等さらなるコストダウンにも

努めてまいりますが、原燃料価格の高騰は想定を上回る勢いで続いておりますことから、過去二十年以上変えており

ません販売価格の見直しについても、取組んでまいりたい所存です。

 さらに、企業価値向上と経営の透明性向上の観点から、役員報酬体系について企業業績や成果がより強く反映できる

制度の導入を検討しております。報酬の後払い的要素の強い役員退職慰労金制度や役員賞与金を廃止し、株価上昇へ

のインセンティブとなるストックオプションの導入など、経営成績や株主価値に連動した報酬制度に切り替え、役員

報酬全体が経営責任と企業業績を反映できる体系作りを目指してまいります。

 

(7）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

　当社は監査役制度採用会社ですが、任意に指名委員会、報酬委員会、重要財産管理委員会を設置しております。そ

れぞれの委員会は社内外の委員で構成されており、取締役人事案（子会社を含む）の作成・提案、報酬基準の策定、

財産の処分・管理において、適正な運用と透明性の確保に努めております。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

①　会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

（ⅰ）取締役会は５名で構成されておりますが、うち２名（弁護士・有識者）が社外取締役です。

　また、監査役会は３名で構成されておりますが、３名全員（税理士２名、有識者）が社外監査役です。指

名委員会、報酬委員会、重要財産管理委員会はそれぞれ５名、４名、４名で構成されており、うち３名、３

名、２名が社外委員です。なお、委員長は全て社外委員です。

（ⅱ）当社は取締役会を戦略意思決定機関とし、経営の基本方針決定や業務執行の監督機能の強化を図るために

執行役員制度を導入しており、業務執行権限の一部を執行役員常務会に委譲しております。

業務執行における各階層の責任範囲と権限範囲については、業務分掌基準や決裁承認規定に制定しており、

これに則って意思決定がなされております。また、意思決定の過程で、取締役、監査役あるいは経理財務担

当部門などがモニタリングできるような稟議システムを整えております。

（ⅲ）内部監査につきましては、取締役会に直結した独立組織である監査部を設置しており、監査役会及び会計

監査人である監査法人と適時に情報及び意見の交換をしながら監査活動することで、内部監査の質を高めて

おります。

（ⅳ）外部監査につきましては、当社は平成16年3月期より新日本監査法人と監査契約を結び会計監査を受けてお

ります。当連結会計年度において業務を執行した公認会計士は、鈴木和男、太田建司及び神山宗武の３名で

あり、その他に会計監査業務に関わる補助者として公認会計士３名、会計士補７名がおります。また、監査

法人と監査役会とが定期的に意見交換をすることでお互いを補完する関係を構築しております。

（ⅴ）この他、当社はさらなるコンプライアンス強化に向けて、社外の有識者との間で顧問契約を結んでおりま

す。従来は法務顧問として、分野ごとに異なる３つの法律事務所と契約を結んでおりましたが、法務案件の

多様化複雑化に効率的に対応するため、平成18年3月より総合法律事務所と契約を結びなおし、日常発生する

法律問題全般に関してより効率的に助言と指導を適時受けられる体制を整えております。
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（ⅵ）当社は平成18年3月21日付で、さらなる内部統制機能の充実や業務執行の効率化を指向し、事業部制型の新

組織に改組しております。 

現在の業務執行・経営の監視の仕組み，内部統制システム，リスク管理体制の概要は次の図のとおりです。 

②　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

　指名委員会，報酬委員会，重要財産管理委員会はそれぞれ４回，７回，６回開催し、執行役員及び子会社役

員人事案，報酬基準の改定，財産の処分・管理につき、取締役会に報告しております。

(8）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当社グループは、中期経営計画に基づき、さまざまな施策を実行してまいりました。

　中期経営計画3年目にあたります当連結会計年度は、当社グループを取り巻く事業環境が、コストダウンニーズの高

まりによる低価格品へのシフトや競争の激化、原燃料価格の高騰等により厳しい状況が続いているため「営業基盤の

強化」の年と位置付け、新製品の投入，新抄紙機の本格稼動，工場生産の見直し，新営業体制による拡販等を推進し

てまいりました。

　具体的には、我が国初の両面エンボスを施したファンシーペーパー「タントセレクト」等、新商品の投入に注力す

るとともに、顧客に対して営業部門と開発部門とが一体となったコンサルティング営業活動を積極的に行ってまいり

ました。

　これらの施策を実施致しましたが、当社グループを取り巻く市場環境は予想以上に厳しく、当連結会計年度におけ

る連結売上高は、21,496百万円と前年同期に対し2.7％の減少となりました。

　利益につきましても、新抄紙機の稼動にともなう減価償却費の大幅増加に加え、原油価格の上昇等により、営業利

益は418百万円と前年同期に対し71.4％の減益となりました。また、経常利益も880百万円と前年同期に対し51.0％の

減益、当期純利益につきましても1,246百万円と前年同期に対し10.5％の減益となりました。

　なお、当連結会計年度における商品別の状況は次のとおりです。

【特殊印刷用紙】

　特殊印刷用紙は、平成１７年１０月より営業の拠点を東京支店に完全に移転し、同時に営業部員を増員して、顧客

に密着した営業活動を行って参りました。

　主力のファンシーペーパーは、「タントセレクト」などの新商品の投入や既存商品の廃品等、商品構成の見直しを

積極的に行うと共に、東京地区への営業活動を強化した結果、ほぼ前連結会計年度並みの販売実績となりました。

　一方、高級印刷用紙は、競合商品が増えて価格競争が激化したことにより、当連結会計年度の売上高は前連結会計

年度に比べて減少しましたが、当連結会計年度後半については、新商品の投入や既存品の拡販により、前連結会計年

度後半の実績を上回り、販売は回復基調にあります。

 これらの結果により、特殊印刷用紙全体での販売金額は前年同期に対して、ほぼ横ばいの0.7％減の10,468百万円と

なりました。

【特殊機能紙】

　特殊機能紙につきましては、従来、情報用紙と工業用雑種紙とに分類してご説明しておりましたが、元来両分野の

厳密な区別が困難な上、営業活動方法の類似性の観点からも、今後は一体のものとしてご説明したいと存じます。

　特殊機能紙は、新設１５号抄紙マシンの特性を生かした新規商品の販売拡大と現行商品の新市場開拓を進めており

ます。新規商品の一例としましては、食品包材としてフッ素系耐油剤を使用しない、環境にやさしい非フッ素系食品

包材「ＮＦ耐油紙」の販売活動を継続推進しておりますし、現行商品の例としましては、医用包材の拡販活動等が挙

げられます。

　商品別にみますと、ＯＣＲ用紙は、当連結会計年度前半には大口需要を獲得することも出来ましたが、市場での一

般紙化への影響を受け、当連結会計年度を通しては販売数量、販売金額ともに減少しております。しかしながら、大

口ユーザーからは安定した需要があり、この需要は来年度以降も継続するものと思われます。

　圧着ハガキ用紙においては、通信手段の多様化による通知業務の減少、市場価格の下落等の影響を受け売上減少傾

向が続いています。

 通帳用紙・手形小切手用紙につきましては、市場全体はシュリンクしておりますが、当社グループの売上は堅調に推

移しております。

 偽造防止用紙は、商品券を中心として着実に販売数量やシェアを伸ばしつつあり、今後更に期待できる分野でありま

す。2009年（平成21年）を期限とした株券不発行制度への移行が決定しておりますが、これによる影響はほとんど無

いと考えられ、情報用紙分野の主力製品に成長いたしました。

 インクジェット受容紙とＩＴ関連用紙は、市場の価格競争の影響を受けて売上高が大幅に減少致しました。

 一般的なラベル用紙は、容器製造の変更に伴い衰退しておりますが、替わりにインモールドラベル用紙の商品群で補

うべく拡販中であります。

各種合紙と印刷関連副資材用紙は売上高を伸ばしました。特に各種合紙は高品質が認められており、今後も期待でき

る分野ですので、力点をおいて営業活動を行ってまいります。

 これらの結果により、特殊機能紙の当連結会計年度の販売金額は前年同期に対し4.5％減の10,693百万円となりました。

 なお、従来の分類方法によりますと、情報用紙の当連結会計年度の売上高は、前年同期に対して2.4％減の4,987百万

円となり、工業用雑種紙の当連結会計年度の販売金額は前年同期に対し6.2％減の5,706百万円となります。
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(2）財政状態

　当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は,3,826百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,320百万円

（37.7％）の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は以下の通りです。

○営業活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度の営業活動により得られた資金は、前連結会計年度と比べ561百万円(19.4％)減少し、2,338百万円

となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が230百万円減少し、たな卸資産が493百万円増加した一方、非

資金項目である減価償却費が655百万円増加したこと、前連結会計年度は税金還付があったこと等によります。

○投資活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度の投資活動により使用した資金は前連結会計年度と比べ4,294百万円（60.2％）減少し、2,837百万

円となりました。主な要因は、設備投資資金の支払いが4,650百万円減少したこと等によります。

○財務活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度の財務活動により使用した資金は、前連結会計年度と比べ4,670百万円増加し、1,821百万円となり

ました。主な要因は、前連結会計年度に借入を3,600百万円行っていること、また、それに伴い長期借入金の返済が

1,200百万円増加したこと等によります。

 平成14年３月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率（％） 86.4 86.4 83.2 76.8 82.1

時価ベースの株主資本比率

（％）
44.6 36.2 47.8 53.7 65.7

債務償還年数（年） 0.0 0.0 0.1 1.3 1.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
629.8 252.4 1,205.1 308.1 73.2

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

※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しています。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しています。

※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・フローを使用しています。

※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にしています。

※利払いは、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います。
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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（百万円）

構成比
（％） 金額（百万円）

構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金  6,177 3,826 △2,350

２　受取手形及び売掛金  7,627 7,709 82

３　たな卸資産  4,296 4,944 648

４　繰延税金資産  361 343 △17

５　その他  676 377 △299

貸倒引当金  △19 △15 4

流動資産合計  19,119 35.7 17,187 33.2 △1,931

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産  

(1) 建物及び構築物 ※１ 17,072 16,954

減価償却累計額  7,715 9,356 8,016 8,938 △418

(2) 機械装置及び運搬具 ※１ 35,787 36,247

減価償却累計額  25,305 10,481 26,731 9,516 △965

(3) 工具器具備品  1,510 1,453

減価償却累計額  1,011 499 1,023 430 △68

(4) 土地 ※１ 6,630 6,559 △70

(5) 建設仮勘定  99 53 △46

有形固定資産合計  27,068 50.6 25,497 49.2 △1,570

２　無形固定資産  

(1) 連結調整勘定  48 11 △37

(2) その他  63 76 13

無形固定資産合計  112 0.2 88 0.2 △24

３　投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 ※２ 6,932 8,809 1,877

(2) 繰延税金資産  19 1 △18

(3) その他  274 237 △36

貸倒引当金  △14 △11 3

投資その他の資産合計  7,211 13.5 9,037 17.4 1,826

固定資産合計  34,391 64.3 34,623 66.8 231

資産合計  53,511 100.0 51,811 100.0 △1,700
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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（百万円）

構成比
（％） 金額（百万円）

構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　支払手形及び買掛金  1,613 1,967 353

２　短期借入金  72 72          -

３　１年以内に返済予定の長期
借入金  1,260 1,225 △35

４　未払法人税等  221 71 △149

５　修繕引当金  138 241 102

６　その他  2,841 1,293 △1,547

流動負債合計  6,147 11.4 4,871 9.4 △1,276

Ⅱ　固定負債  

１　長期借入金  2,425 1,200 △1,225

２　繰延税金負債  555 1,259 703

３　退職給付引当金  2,063 1,707 △356

４　役員退職慰労引当金  76 54 △22

５　修繕引当金  146 60 △85

６　連結調整勘定  33 25 △8

７　その他  896 18 △877

固定負債合計  6,197 11.6 4,325 8.3 △1,872

負債合計  12,345 23.0 9,196 17.7 △3,148

（少数株主持分）  

少数株主持分  88 0.2 92 0.2 4

（資本の部）     

Ⅰ　資本金 ※３ 6,867 12.8 6,867 13.3 －

Ⅱ　資本剰余金  6,521 12.2 6,521 12.6 －

Ⅲ　利益剰余金  25,999 48.6 26,622 51.4 623

Ⅳ　その他有価証券評価差額金  1,896 3.5 2,722 5.2 825

Ⅴ　自己株式 ※４ △208 △0.3 △213 △0.4 △5

資本合計  41,077 76.8 42,521 82.1 1,468

負債、少数株主持分及び資本合
計  53,511 100.0 51,811 100.0 △1,700
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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（百万円） 

百分比

（％） 金額（百万円）

百分比

（％）

増減

(百万円)

Ⅰ　売上高   22,103 100.0  21,496 100.0 △607

Ⅱ　売上原価 ※２  16,896 76.4  17,483 81.4 586

売上総利益   5,207 23.6  4,012 18.6 △1,194

Ⅲ　販売費及び一般管理費

※１

※２  3,744 16.9  3,594 16.7 △149

営業利益   1,462 6.7  418 1.9 △1,044

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  4   23    

２　受取配当金  78   90    

３　賃貸収入  6   20    

４　為替差益  39   148    

５　連結調整勘定償却額  7   8    

６　デリバティブ評価益  143   152    

７　その他  73 353 1.5 69 513 2.4 160

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  9   31    

２　賃貸費用  - 12

３　その他  10 20 0.1 7 51 0.2 31

経常利益   1,795 8.1 880 4.1 △915

Ⅵ　特別利益         

 １　貸倒引当金戻入益   　　-   7    

２　固定資産売却益 ※３ 124   10    

３　投資有価証券売却益  12   188    

４　デリバティブ解約益   　　-   601    

５　その他 ※４ 9 146 0.7 25 834 3.9 689

Ⅶ　特別損失         

１　前期損益修正損 ※５ 29    　　1    

２　固定資産売却損 ※６ 5   10   

３　固定資産除却損 ※７ 129   50   

４　減損損失  －   128   

５　その他 ※８ 26 191 0.9 4 194 0.9 2

税金等調整前当期純利益   1,749 7.9  1,519 7.1 △230

法人税・住民税及び事業税  185   72    

法人税等調整額  159 344 1.5 195 268 1.3 △76

少数株主利益   11 0.1  4 0.0 △7

当期純利益   1,393 6.3  1,246 5.8 △146
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   6,521  6,501

Ⅱ　資本剰余金期末残高   6,521  6,501

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   25,115  25,999

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　当期純利益  1,393 1,393 1,246 1,246

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  505  555  

２　役員賞与  3 509 68 623

Ⅳ　利益剰余金期末残高   25,999  26,622
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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 当連結会計年度

前年対比

（自 平成16年４月１日　 （自 平成17年４月１日

　至 平成17年３月31日） 　至 平成18年３月31日）

区　分
注記
番号  金 額（百万円）   金 額（百万円）   金 額（百万円）  

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   1,749   1,519   △230  

2 減価償却費及びその他償却費   1,796   2,452   655  

3 連結調整勘定償却額   29   28   △1  

4 投資有価証券等評価損   12   －   △12  

5 退職給付引当金の増減額（減少△）   △268   △356   △87  

6 役員退職慰労引当金の増減額
（減少△）   6   △22   △28  

7 修繕引当金の増減額（減少△）   15   16   0  

8 貸倒引当金の増減額（減少△）   7   △7   △15  

9 受取利息及び受取配当金   △82   △113   △31  

10 支払利息   9   31   22  

11 為替差損益（益△）   △39   △0   39  

12 デリバティブ評価損益（益△）   △143   △152   △9  

13 デリバティブ解約損益（益△）   －   △601   △601  

14 投資有価証券売却損益（益△）   △5   △188   △182  

15 固定資産除却損   129   50   △79  

16 固定資産売却損益（益△）   △118   △0   118  

17 減損損失   －   128   128  

18 売上債権の増減額（増加△）   △3   △82   △78  

19 たな卸資産の増減額（増加△）   △155   △648   △493  

20 仕入債務の増減額（減少△）   81   353   272  

21 役員賞与の支払額   △3   △68   △64  

22 少数株主に負担させた役員賞与
支払額   △2   －   2  

23 その他   △616   112   729  

 小計   2,401   2,451   50  

24 利息及び配当金の受取額   82   113   31  

25 利息の支払額   △9   △31   △22  

26 法人税等の支払額   △18   △195   △176  

27 法人税等の還付額   443   －   △443  

 営業活動によるキャッシュ・フロー   2,899   2,338   △561  

－ 12 －



前連結会計年度 当連結会計年度

前年対比

（自 平成16年４月１日　 （自 平成17年４月１日

　至 平成17年３月31日） 　至 平成18年３月31日）

区　分
注記
番号  金 額（百万円）   金 額（百万円）   金 額（百万円）  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー           

1 定期預金払戻による収入   20   30   10  

2 有形固定資産の取得による支出   △7,048   △2,397   4,650  

3 有形固定資産の売却による収入   304   18   △285  

4 投資有価証券の取得による支出   △435   △435   △0  

5 投資有価証券の売却による収入   69   715   646  

6 出資金の売却による収入   9   －   △9  

7 関係会社株式の取得による支出   －   △600   △600  

8 その他    △51   △168   △116  

 投資活動によるキャッシュ・フロー   △7,131   △2,837   4,294  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー           

1 短期借入金の純増減額（減少△）   △95   －   95  

2 長期借入れによる収入   3,600   －   △3,600  

3 長期借入金の返済による支出   △60   △1,260   △1,200  

4 親会社による配当金の支払額   △506   △556   △50  

5 少数株主への配当金の支払額   △1   －   1  

6 自己株式取得による支出   △88   △5   83  

 財務活動によるキャッシュ・フロー   2,848   △1,821   △4,670  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額（減少△）   39   0   △39  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
（減少△）   △1,343   △2,320   △976  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   7,491   6,147   △1,343  

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1  6,147   3,826   △2,320  
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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 すべての子会社を連結しています。 すべての子会社を連結しています。

(1) 連結子会社の数　４社

会社名：特種紙工㈱、泉興産㈱、㈱

テーエス・スピロン、新

メーテル㈱

(1) 連結子会社の数　３社

 会社名：泉興産㈱、特種紙商事㈱、

特種メーテル㈱

 特種紙工㈱と新メーテル㈱は平成17年10

月1日に合併し、特種メーテル㈱として営

業しております。

２　持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 （1）持分法適用の関連会社の数　１社

 会社名：北上ハイテクペーパー㈱

 北上ハイテクペーパー㈱につきましては、

株式取得により関連会社となりましたので、

当連結会計年度から、持分法の適用範囲に

含めております。なお、平成18年3月31日

をみなし取得日としております。

３　連結子会社及び関連会社

の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しています。

　連結子会社及び関連会社の事業年度の末

日と連結決算日は一致しています。

 

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)有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券の評価基準及び評価方法

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)

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)デリバティブの評価基準及び評価方

法

時価法

(ロ)デリバティブの評価基準及び評価方

法

時価法。ただし、金利スワップの特例

処理の適用要件を満たすものについて

は特例処理を適用しております。

(ハ)たな卸資産の評価基準及び評価方法

主として移動平均法による低価法

(ハ)たな卸資産の評価基準及び評価方法

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

(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います。主な耐用

年数は次の通りです。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

(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います。主な耐用

年数は次の通りです。

建物及び構築物　　　　６～50年

機械装置及び運搬具　　３～15年

建物及び構築物　　　　６～50年

機械装置及び運搬具　　３～15年

(ロ)無形固定資産

　ソフトウエア（自社利用分）につい

ては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法を、その他の

無形固定資産については定額法を採用

しています。

(ロ)無形固定資産

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）

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しています。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)修繕引当金

　発電設備の定期修繕費用の支出に備

えるため、発生費用見込額のうち当連

結会計年度に負担すべき費用を期間配

分し設定しています。

(ロ)修繕引当金

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

しています。

　数理計算上の差異は、翌連結会計年

度に一括費用処理することとしていま

す。

(ハ)退職給付引当金

同左

(ニ)役員退職慰労引当金

　当社及び連結子会社の一部の会社は、

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

います。

(ニ)役員退職慰労引当金

　当社及び連結子会社の一部の会社は、

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

います。ただし、平成17年4月１日以

降に係る役員退職慰労引当金の繰入は

停止しています。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準

　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います。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準

同左

(5) 重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

います。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(6) 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

税抜方式によっています。

(6) 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

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方法は、

全面時価評価法によっています。

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っています。

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います。

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

　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、

随時引出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的投資からなって

います。

同左
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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）

――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これにより税引等調整前当期純利益は128百万円減少して

おります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。
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表示方法の変更

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）

（連結損益計算書） 　前連結会計年度に特別損失「固定資産処

分損」に含めて表示していました「固定資

産売却損」及び「固定資産除却損」は、当

連結会計年度より区分掲記することといた

しました。

　なお、前連結会計年度に特別損失「固定

資産処分損」に含めていました「固定資産

売却損」及び「固定資産除却損」はそれぞ

れ、33百万円および139百万円です。

　――――――

　

(連結キャッシュ・フロー計算

書)

１　前連結会計年度に区分掲記していまし

た営業活動によるキャッシュ・フロー

の「投資有価証券売却益」（当連結会

計年度12百万円）及び「投資有価証券

売却損」（当連結会計年度６百万円）

は当連結会計年度より相殺のうえ、

「投資有価証券売却損益」として表示

することといたしました。

――――――

 ２　前連結会計年度に営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含

めて表示していました「固定資産売却

益」（前連結会計年度４百万円、当連

結会計年度124百万円）及び「固定資

産売却損」（当連結会計年度５百万

円）は当連結会計年度より相殺のうえ、

「固定資産売却損益」として表示する

ことといたしました。

 

 ３　前連結会計年度に財務活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含

めて表示していました「自己株式の取

得による支出」は、当連結会計年度よ

り区分掲記することといたしました。

　なお、前連結会計年度の「その他」

に含まれる「自己株式の取得による支

出」は101百万円であります。
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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　有形固定資産のうち、工場財団を組成し次のとおり

債務の担保に供しています。

※１　有形固定資産のうち、工場財団を組成し次のとおり

債務の担保に供しています。

財団抵当に供している金額（帳簿価額）

建物及び構築物 6,168百万円

機械装置 9,046　〃

土地 175　〃

計 15,391百万円

担保されている債務  

長期借入金 10百万円

財団抵当に供している金額（帳簿価額）

建物及び構築物 5,932百万円

機械装置 8,318  〃

土地 175　〃

計 14,426百万円

担保されている債務  

長期借入金 10百万円

※２　　　　――――――――――――――― ※２　投資有価証券8,809百万円のうち、600百万円は関係

会社株式です。

※３　当社の発行済株式数は、普通株式50,911,917株です。※３　当社の発行済株式数は、普通株式50,911,917株です。

※４　当社が保有する自己株式の数は、普通株式441,368

株です。

※４　当社が保有する自己株式の数は、普通株式449,596

株です。
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（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、

次のとおりです。

研究開発費 617百万円

運送費 545　〃

販売促進費 482　〃

給料手当 403　〃

減価償却費 145　〃

連結調整勘定償却 37　〃

退職給付費用 33　〃

役員退職慰労引当金繰入額 29　〃

貸倒引当金繰入額 7　〃

研究開発費 550百万円

販売促進費 517　〃

運送費 395　〃

給料手当 　　392　〃

保管料 243　〃

減価償却費 　217　〃

連結調整勘定償却 37　〃

※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

　　　　　　　　　　　         　

  657百万円  675百万円

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりです。 ※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりです。

工具器具備品 124百万円 工具器具備品 10百万円

※４　その他特別利益のうち主要なものは次のとおりです。 ※４　その他特別利益のうち主要なものは次のとおりです。

保険解約益 6百万円 投資有価証券償還益 14百万円

※５　前期損益修正損のうち主要なものは次のとおりです。 ※５　前期損益修正損のうち主要なものは次のとおりです。

過年度受取利息修正 20百万円

滞留債権等整理損 8　〃

 過年度売掛金修正 1百万円 

 　

※６　固定資産売却損のうち主要なものは次のとおりです。 ※６　固定資産売却損のうち主要なものは次のとおりです。

工具器具備品 5百万円 工具器具備品 9百万円

※７　固定資産除却損のうち主要なものは次のとおりです。 ※７　固定資産除却損のうち主要なものは次のとおりです。

建物及び構築物 58百万円

機械装置及び運搬具 66　〃

工具器具備品 2　〃

無形固定資産その他 2　〃

建物及び構築物 21百万円

機械装置及び運搬具 　20  〃

工具器具備品 2　〃

  

※８　その他特別損失のうち主要なものは次のとおりです。 ※８　その他特別損失のうち主要なものは次のとおりです。

出資金評価損 11百万円

投資有価証券売却損 6　〃

保険解約損 5　〃

従業員割増退職金 3百万円
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（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）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,177百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △30　〃

現金及び現金同等物 6,147百万円

現金及び預金勘定 3,826百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金 －　〃

現金及び現金同等物 3,826百万円
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①　リース取引

 ＥＤIＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しています。
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②　有価証券

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)

有価証券

１　その他有価証券で時価のある有価証券

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの
   

①　株式 2,439 5,628 3,188

②　債券 － － －

③　その他 47 52 5

小計 2,486 5,680 3,194

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 0 0 △0

②　債券 427 416 △10

③　その他 457 419 △37

小計 885 836 △48

合計 3,371 6,517 3,145

　（注）　減損処理後の帳簿価額を取得原価に計上しています。減損処理にあたっては期末における時価が取得原価に比

べ、50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度の下落率の場合は当該金額の重要性、回復

可能性を考慮して必要と認められた額について減損を行うこととしています。なお、当連結会計年度に減損処

理したものはありません。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円)

69 12 6

３　時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

①　非上場株式 414

合計 414

　（注）　当連結会計年度において一部減損処理を行い、減損処理後の帳簿価額を連結貸借対照表額に計上しています。

減損処理額は次のとおりです。

非上場株式(店頭売買株式を除く)　　　0百万円
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４　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

債券     

(1)社債 － 107 － －

(2)その他 － 322 － －

合計 － 429 － －

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)

有価証券

１　その他有価証券で時価のある有価証券

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの
   

①　株式 2,697 7,191 4,493

②　債券 427 449 21

③　その他 － － －

小計 3,124 7,640 4,515

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 0 0 △0

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 0 0 △0

合計 3,125 7,640 4,515

　（注）　減損処理後の帳簿価額を取得原価に計上しています。減損処理にあたっては期末における時価が取得原価に比

べ、50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度の下落率の場合は当該金額の重要性、回復

可能性を考慮して必要と認められた額について減損を行うこととしています。なお、当連結会計年度に減損処

理したものはありません。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円)

716 188 －
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３　時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

①　非上場株式 1,169

合計 1,169

　（注）　減損処理後の帳簿価額を取得原価に計上しています。なお、当連結会計年度に減損処理したものはありません。

 

４　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

債券     

(1)社債 － 117 － －

(2)その他 － 352 － －

合計 － 469 － －
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

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）

(1) 取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は為替予約取引です。

(1) 取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は為替予約取引、金利

スワップ取引です。

(2) 取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替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

す。

(2) 取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替、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

方針です。

(3) 取引の利用目的

　外貨建原料購入予定取引の為替変動リスクを回避する

目的で利用しています。

(3) 取引の利用目的

　外貨建原料購入予定取引の為替変動リスクを回避する

目的、借入金利の将来の金利変動リスクを回避する目的

で利用しています。

 　また、金利スワップ取引について特例処理の条件を

満たしている場合には特例処理を採用しています。

(4) 取引に係るリスクの内容

　為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有して

います。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定し

ているため信用リスクはほとんどないと認識しています。

(4) 取引に係るリスクの内容

　為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、金利

スワップ取引は金利市場の金利変動リスクをそれぞれ有

しています。

 　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため信用リスクはほとんどないと認識していま

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

及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います。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左

(6)「取引の時価等に関する事項」に係る補足説明等

　「契約額等」については、この金額自体が必ずしもデ

リバティブ取引によるリスクの大きさを示すものではあ

りません。

(6)「取引の時価等に関する事項」に係る補足説明等

同左
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２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度末(平成17年３月31日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1) 通貨関連

種類 契約額等(百万円)
契約額のうち
１年超(百万円)

時価(百万円) 評価損益(百万円)

為替予約取引     

買建 1,247 534 △599 60

米ドル     

通貨オプション     

買建(コール) 1,375 1,057 16 △13

米ドル (95) (69)   

売建(プット) 1,915 1,477 204 56

米ドル (111) (102)   

通貨スワップ     

受取米ドル・支払円 1,109 659 △108 39

合計 ― ― ― 143

　（注）１　「契約額等」の(　)内は、オプション料です。

２　時価については、取引金融機関より提示されたものによっています。

当連結会計年度末(平成18年３月31日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1) 通貨関連

種類 契約額等(百万円)
契約額のうち
１年超(百万円)

時価(百万円) 評価損益(百万円)

通貨オプション     

買建(コール) 333 222 12 8

米ドル (20) (12)   

売建(プット) 333 222 15 35

米ドル (31) (24)   

通貨スワップ     

受取米ドル・支払円 659 440 0 108

合計 ― ― ― 152

　（注）１　「契約額等」の(　)内は、オプション料です。

２　時価については、取引金融機関より提示されたものによっています。

３　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いています。
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④　退職給付

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　採用している退職給付制度の概要

　当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、

適格退職年金制度および退職一時金制度等を設けていま

す。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準

拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割

増退職金を支払う場合があります。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 △4,159百万円

②　年金資産 2,064　〃

③　未積立退職給付債務①＋② △2,094　〃

④　未認識数理計算上の差異 31　〃

⑤　退職給付引当金 △2,063百万円

①　退職給付債務 △3,872百万円

②　年金資産 2,479　〃

③　未積立退職給付債務①＋② △1,393　〃

④　未認識数理計算上の差異 △314　〃

⑤　退職給付引当金 △1,707百万円

３　退職給付費用の内訳 ３　退職給付費用の内訳

①　勤務費用 183百万円

②　利息費用 66　〃

③　期待運用収益 △40　〃

④　数理計算上の差異の費用処理額 70　〃

⑤　退職給付費用 278百万円

①　勤務費用 183百万円

②　利息費用 61　〃

③　期待運用収益 △41　〃

④　数理計算上の差異の費用処理額 31　〃

⑤　退職給付費用 235百万円

　簡便法を採用している子会社の退職給付費用は、①勤

務費用に含めています。

　簡便法を採用している子会社の退職給付費用は、①勤

務費用に含めています。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　退職給付見込額の期間配分方法  

期間定額基準  

②　割引率 1.5％

③　期待運用収益率 2.0％

④　数理計算上の差異の処理年数 １年

①　退職給付見込額の期間配分方法  

期間定額基準  

②　割引率 1.5％

③　期待運用収益率 2.0％

④　数理計算上の差異の処理年数 1年

(ただし、翌連結会計年度から費用処理することと

しています。)

(ただし、翌連結会計年度から費用処理することと

しています。)
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⑤　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)

１　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

１　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

(流動資産)  

繰延税金資産  

未払賞与 192百万円

修繕引当金 55　〃

未払事業税 33　〃

その他 85　〃

評価性引当額 △5　〃

繰延税金資産合計 362百万円

繰延税金負債との相殺 △1　〃

繰延税金資産純額 361百万円

(流動資産)  

繰延税金資産  

未払賞与 182百万円

修繕引当金 95　〃

未払事業税 11　〃

その他 60　〃

評価性引当額 △6　〃

繰延税金資産合計 343百万円

繰延税金負債との相殺 －　〃

繰延税金資産純額 343百万円

(固定資産)  

繰延税金資産  

固定資産評価損 1,095百万円

退職給付引当金 818　〃

減価償却費損金算入限度超過額 497　〃

投資有価証券評価損 118　〃

繰越欠損金 111　〃

修繕引当金 58　〃

役員退職慰労引当金 30　〃

出資金評価損 29　〃

その他 37　〃

評価性引当額 △1,723　〃

繰延税金資産合計 1,073百万円

繰延税金負債との相殺 △1,053　〃

繰延税金資産純額 19百万円

(固定資産)  

繰延税金資産  

退職給付引当金 676百万円

固定資産評価損 645　〃

減価償却費損金算入限度超過額 407　〃

繰越欠損金 361　〃

投資有価証券評価損 58　〃

出資金評価損 29　〃

修繕引当金 24　〃

役員退職慰労引当金 21　〃

その他 10　〃

評価性引当額 △1,378　〃

繰延税金資産合計 856百万円

繰延税金負債との相殺 △855　〃

繰延税金資産純額 1百万円

(流動負債)  

繰延税金負債  

貸倒引当金 △1百万円

繰延税金資産との相殺 1　〃

繰延税金負債純額 △0百万円

(流動負債)  

繰延税金負債  

―――――― 

(固定負債)  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △1,268百万円

固定資産圧縮積立金 △173　〃

その他 △167　〃

繰延税金負債合計 △1,609百万円

繰延税金資産との相殺 1,053　〃

繰延税金負債純額 △555百万円

(固定負債)  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 1,792百万円

固定資産圧縮積立金 167　〃

その他 154　〃

繰延税金負債合計 2,114百万円

繰延税金資産との相殺 △855　〃

繰延税金負債純額 1,259百万円
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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)

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と

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 39.7％

（調整）  

評価性引当額の減少 △13.5％

試験研究費等の税額控除 △2.1％

受取配当金等永久に益金算入され

ない項目
△0.9％

その他 △3.5％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
19.7％

法定実効税率 39.7％

（調整）  

評価性引当額の減少 △22.5％

住民税均等割等 0.7％

受取配当金等永久に益金算入され

ない項目

△1.1％

 

交際費損金不算入額 0.8％

その他 △0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
17.7％
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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)

　紙製造・加工・販売業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び

全セグメント資産金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記

載を省略しています。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、売上高及び資産の金額は全て本邦のものであるため記載を省

略しています。

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)

　海外売上高が連結売上高の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４月１日　至　平成18年３月31日)

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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⑦　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)

該当事項はありません。

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)

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 812.54円 842.64円

１株当たり当期純利益金額 26.22円 24.71円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、潜在株式がないため

記載していません。

同左

　（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）

当期純利益金額(百万円) 1,393 1,246

普通株主に帰属しない金額(百万円) 68 －

(うち利益処分による役員賞与金) (68) －

普通株式に係る当期純利益金額

(百万円)
1,324 1,246

普通株式の期中平均株式数(千株) 50,532 50,466

（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

　当連結会計年度における生産実績は次のとおりです。

区分 金額（百万円） 前年同期比（％）

紙製造・加工・販売業   

①　特殊印刷用紙 11,314 6.6

②　特殊機能紙 10,142 0.1

その他の事業 － －

合計 21,457 3.5

　（注）１　金額は販売価格によっています。

 　 　　２　上記金額には消費税等は含まれていません。

 ３　これまでは、情報用紙と工業用雑種紙を区分しておりましたが、当連結会計年度より両分野を合算し、特殊

機能紙として記載しています。

 

 

(2）受注実績

区分 受注高 受注残高

金額（百万円） 前年同期比（％） 金額（百万円） 前年同期比（％）

紙製造・加工・販売業   

①　特殊印刷用紙 10,570 0.7 610 20.2

②  特殊機能紙 10,637 △4.9 367 △13.3

その他の事業 － － － －

合計 21,208 △2.2 977 5.0

　（注）１　金額は販売価格によっています。

２　上記金額には消費税等は含まれていません。

 　　　 ３　これまでは、情報用紙と工業用雑種紙を区分しておりましたが、当連結会計年度より両分野を合算し、特殊

機能紙として記載しています。

(3）販売実績

　当連結会計年度における販売実績は次のとおりです。

区分 金額（百万円） 前年同期比（％）

紙製造・加工・販売業   

①　特殊印刷用紙 10,468 △0.7

②　特殊機能紙 10,693 △4.5

その他の事業 334 △9.0

合計 21,496 △2.7

　（注）１　上記金額には消費税等は含まれていません。

 　　 　２　これまでは、情報用紙と工業用雑種紙を分類しておりましたが、当連結会計年度より両分野を合算し、特殊

機能紙として記載しています。
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最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりです。

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

  

販売高（百万円） 割合（％） 販売高（百万円） 割合（％）

㈱竹尾 5,748 26.0 5,787 26.9

平和紙業㈱ 2,903 13.1 2,769 12.9

新生紙パルプ商事㈱ 2,417 10.9 2,431 11.3

㈱大文字洋紙店 2,421 11.0 2,420 11.3

　（注）１　平成１７年１０月に大倉三幸㈱と岡本㈱が合併し、新生紙パルプ商事㈱となりました。

　　　　なお、前連結会計年度の新生紙パルプ商事㈱の販売高は、大倉三幸㈱の販売高となっております。
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(財)財務会計基準機構会員  
平成18年３月期 個別財務諸表の概要 平成18年５月12日

上場会社名 特種製紙株式会社 上場取引所 東 

コード番号 3881 本社所在都道府県 静岡県

(URL  http://www.tokushu-paper.jp/)

代　 表　 者　役職名 代表取締役社長 氏名　三澤　清利

問合せ責任者　役職名 社長室　室長 氏名　三谷　充弘 ＴＥＬ　　（０３）５２０９－３１１６

決算取締役会開催日 平成18年５月12日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年６月26日 定時株主総会開催日 平成18年６月25日

単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）   

１．18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 19,750 (△1.7) 302 (△76.6) 793 (△53.1)

17年３月期 20,084 (0.0) 1,291 (△26.4) 1,693 (126.1)

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 1,302 (△2.4) 25 81 － － 3.2 1.6 4.0

17年３月期 1,334 － 25 11 － － 3.4 3.5 8.4

（注）①期中平均株式数 18年３月期     50,466,643 株 17年３月期 50,532,049株

②会計処理の方法の変更 無

③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、対前年増減率

(2）配当状況  

１株当たり年間配当金  配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 10 00 5 00 5 00 504 38.7 1.2

17年３月期 11 00 5 00 6 00 555 43.8 1.4

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

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 49,409 40,953 82.9 811 56

17年３月期 50,816 39,450 77.6 780 35

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 50,462,321 株 17年３月期 50,470,549株

②期末自己株式数 18年３月期     449,596 株 17年３月期 441,368株

２．19年３月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 9,500 250 150 5 00 － － － －

通　期 19,600 700 600 － － 5 00 10 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　11円89銭

※　上記の予想は、発表日現在において入手可能な情報および計画に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の経

済情勢によって予想数値と異なる可能性があります。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   5,056   2,772  △2,284

２　受取手形   57   31  △25

３　売掛金 ※３  7,496   7,598  101

４　商品   50   38  △11

５　製品   1,933   2,347  413

６　原材料   1,071   1,298  227

７　仕掛品   198   370  172

８　貯蔵品   339   373  33

９　繰延税金資産   323   321  △2

10　未収入金   593   287  △306

11　その他   227   123  △104

12　貸倒引当金   △7   △7  0

流動資産合計   17,339 34.1  15,554 31.5 △1,785

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物 ※１ 14,907   15,006    

減価償却累計額  6,337 8,570  6,808 8,197  △372

(2) 構築物 ※１ 1,633   1,492    

減価償却累計額  1,006 626  967 525  △101

(3) 機械装置 ※１ 34,212   34,822    

減価償却累計額  23,997 10,215  25,528 9,294  △921

(4) 車両運搬具  146   151    

減価償却累計額  93 53  108 43  △9

(5) 工具器具備品  842   3,180    

減価償却累計額  425 416  2,811 369  △46

(6) 土地 ※１  5,944   5,769  △175

(7) 建設仮勘定   98   53  △45

有形固定資産合計   25,925 51.0  24,252 49.1 △1,672

２　無形固定資産         

(1) 借地権   25   25  －

(2) ソフトウェア   18   24  6

(3) 電話施設利用権   3   3  －

(4) その他   6   5  △1

無形固定資産合計   53 0.1  59 0.1 5
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   6,930   8,208  1,277

(2) 関係会社株式   297   897  600

(3) 出資金   88   88  0

(4) 関係会社長期貸付金   65   253  188

(5) 長期前払費用   65   39  △26

(6) その他   62   68  6

(7) 貸倒引当金   △11   △11  －

投資その他の資産合計   7,498 14.8  9,543 19.3 2,045

固定資産合計   33,476 65.9  33,855 68.5 378

資産合計   50,816 100.0  49,409 100.0 △1,407

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   1,455   1,594  139

２　１年以内に返済予定の
長期借入金

  1,200   1,200  －

３　未払金   1,422   337  △1,084

４　未払費用   991   920  △71

５　未払法人税等   193   24  △168

６　預り金   21   18  △2

７　修繕引当金   138   241  102

８　その他   16   1  △15

流動負債合計   5,440 10.7  4,338 8.8 △1,101

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   2,400   1,200  △1,200

２　繰延税金負債   401   1,105  703

３　退職給付引当金   2,018   1,695  △323

４　役員退職慰労引当金   63   44  △19

５　修繕引当金   146   60  △85

６　デリバティブ債務   896   13  △883

固定負債合計   5,925 11.7  4,118 8.3 △1,807

負債合計   11,365 22.4  8,456 17.1 △2,909
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  6,867 13.5  6,867 13.9 －

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  6,521   6,521    

資本剰余金合計   6,521 12.8  6,521 13.2 －

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金  1,716   1,716    

２　任意積立金         

(1) 研究積立金  7,500   7,500    

(2) 配当準備積立金  2,000   2,000    

(3) 固定資産圧縮積立金  274   263    

(4) 別途積立金  8,500   8,500    

３　当期未処分利益  4,381   5,073    

利益剰余金合計   24,372 48.0  25,054 50.7 681

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  1,896 3.7  2,722 5.5 825

Ⅴ　自己株式 ※５  △208 △0.4  △213 △0.4 △5

資本合計   39,450 77.6  40,953 82.9 1,502

負債及び資本合計   50,816 100.0  49,409 100.0 △1,407
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高         

１　製品売上高  18,662   18,555    

２　商品売上高  1,421 20,084 100.0 1,195 19,750 100.0 △334

Ⅱ　売上原価         

１　製品期首たな卸高  1,671   1,933    

２　商品期首たな卸高  41   50    

３　当期製品製造原価 ※１ 14,225   15,397    

４　当期商品仕入高  1,383   1,146    

合計  17,322   18,528    

５　製品他勘定振替高 ※２ 56   191    

６　商品他勘定振替高  0   2    

７　製品期末たな卸高 ※３ 1,933   2,347    

８　商品期末たな卸高  50   38    

  15,281   15,948    

９　原材料評価損  10 15,292 76.1 12 15,961 80.8 668

売上総利益   4,792 23.9  3,789 19.2 △1,003

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　販売促進費  479   517    

２　運送費  533   493    

３　保管料  299   206    

４　役員報酬  116   136    

５　給料手当  286   296    

６　賞与  113   77    

７　役員退職慰労引当金繰
入額

 23   －    

８　退職給付費用  30   25    

９　減価償却費  138   206    

10　研究開発費 ※１ 617   550    

11　消耗品費  175   164    

12　その他  686 3,500 17.4 812 3,487 17.7 △13

営業利益   1,291 6.4  302 1.5 △989

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  4   7    

２　有価証券利息  2   19    

２　受取配当金  79   90    

３　為替差益  40   147    

４　賃貸収入 ※４ 257   96    

５　デリバティブ評価益  143   152    

６　その他  69 595 3.0 82 596 3.0 1
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前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  7   31    

２　賃貸費用  175   67    

３　その他  9 193 1.0 6 105 0.5 △88

経常利益   1,693 8.4  793 4.0 △900

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※５ 124   12    

２　投資有価証券売却益  －   185    

３　デリバティブ解約益  －   601    

４　その他  0 124 0.6 14 814 4.1 690

Ⅶ　特別損失         

１　前期損益修正損 ※６ 23   －    

２　固定資産売却損 ※７ 5   13    

３　固定資産除却損 ※８ 126   30    

４　減損損失  －   86    

５　投資有価証券評価損  0   －    

６　その他 ※９ 11 168 0.8 0 130 0.6 △37

税引前当期純利益   1,650 8.2  1,477 7.5 △172

法人税、住民税及び事
業税

 156   12    

法人税等調整額  158 315 1.6 162 175 0.9 △140

当期純利益   1,334 6.6  1,302 6.6 △31

前期繰越利益   3,299   4,023  724

中間配当額   252   252  0

当期未処分利益   4,381   5,073  692
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(3）利益処分案

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成17年６月25日）

当事業年度
（株主総会承認日
平成18年６月25日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   4,381  5,073

Ⅱ　任意積立金取崩額      

固定資産圧縮積立金取崩
額

 10 10 8 8

合計   4,392  5,082

Ⅲ　利益処分額      

１　配当金
 

 
302

 (１株につき６円)
 

252
 (１株につき５円)

 

２　役員賞与金
（うち監査役賞与金）

 
66
(9)

368
―

 (―)
252

Ⅳ　次期繰越利益   4,023  4,830
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

(1) 有価証券

子会社株式

同左

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)

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

(2) デリバティブ　

 時価法

(2) デリバティブ　

時価法。ただし、金利スワップの特例

処理の適用要件を満たすものについて

は特例処理を適用しております。

(3) たな卸資産

移動平均法による低価法

(3) たな卸資産

同左

２　固定資産の減価償却の方法 (1) 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)を採用しています。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　７～50年

機械装置　　３～15年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期

間(５年)に基づく定額法を採用してい

ます。

(2) 無形固定資産

同左

３　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しています。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 修繕引当金

発電設備の定期修繕費用の支出に備え

るため、発生費用見込額の内当期負担

すべき費用を期間配分し設定していま

す。

(2) 修繕引当金

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及び年

金資産の見込額に基づき、計上してい

ます。

なお、数理計算上の差異は、翌期に一

括費用処理することとしています。

(3) 退職給付引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4) 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

います。

(4) 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

います。

ただし、平成17年4月1日以降に係る役

員退職慰労引当金の繰入は停止してい

ます。

４　外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しています。

同左

５　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっています。

同左

６　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方法によっています。

消費税等の会計処理

同左

 財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日 
   至　平成17年３月31日）

当事業年度
 （自　平成17年４月１日

     至　平成18年３月31日）

――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用しております。これによ

り税引前当期純利益は86百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。
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表示方法の変更

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（損益計算書） 　前事業年度に販売費及び一般管理費の

「その他」に含めて表示しておりました

「消耗品費」は、当事業年度より区分掲記

することといたしました。

　なお、前事業年度に販売費及び一般管理

費「その他」に含めていました「消耗品

費」は130百万円であります。

　前事業年度に特別損失「固定資産処分

損」に含めて表示していました「固定資産

売却損」及び「固定資産除却損」は、当事

業年度より区分掲記することといたしまし

た。

　なお、前事業年度に特別損失「固定資産

処分損」に含めていました「固定資産売却

損」及び「固定資産除却損」はそれぞれ、

6百万円及び137百万円です。

――――――

 

 

 

　

 

 

――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産のうち、工場財団を組成し次のとおり

債務の担保に供しています。

※１　有形固定資産のうち、工場財団を組成し次のとおり

債務の担保に供しています。

担保に供している資産  

建物 5,793百万円

構築物 375　〃

機械装置 9,046　〃

土地 175　〃

計 15,391百万円

担保に供している資産  

建物 5,573百万円

構築物 359　〃

機械装置 8,318　〃

土地 175　〃

計 14,426百万円

担保されている債務  

長期借入金 10百万円

担保されている債務  

長期借入金 10百万円

※２　会社が発行する株式の総数(授権株式数) ※２　会社が発行する株式の総数(授権株式数)

普通株式 150,000,000株 普通株式 150,000,000株

ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相

当する株式数を減ずる旨定款で定めています。

ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相

当する株式数を減ずる旨定款で定めています。

会社の発行済株式総数  

普通株式 50,911,917株

会社の発行済株式総数  

普通株式 50,911,917株

※３　関係会社に対する資産

区分掲記されたもののほか次のものがあります。

※３　関係会社に対する資産

区分掲記されたもののほか次のものがあります。

売掛金 794百万円 売掛金 827百万円

　４　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金に対して次のと

おり債務保証をしています。

　４　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金に対して次のと

おり債務保証をしています。

被保証者  保証金額

㈱テーエス・スピロン  85百万円

被保証者  保証金額

特種紙商事㈱  25百万円

※５　当社が保有する自己株式数 ※５　当社が保有する自己株式数

普通株式 441,368株 普通株式 449,596株

　６　配当制限

有価証券の時価評価により、純資産額が1,896百万

円増加しております。

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されておりま

す。

　６　配当制限

有価証券の時価評価により、純資産額が2,722 百万

円増加しております。

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されておりま

す。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は657百万円です。

※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は675百万円です。

※２　製品他勘定振替高の内訳は次のとおりです。 ※２　製品他勘定振替高の内訳は次のとおりです。

販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費

製品廃棄損 34百万円

販売促進費 16　〃

その他 4　〃

計 56百万円

製品廃棄損 151百万円

販売促進費 31　〃

その他 9　〃

計 191百万円

※３　低価法の評価損控除後の金額です。 ※３　低価法の評価損控除後の金額です。

製品評価損 19百万円 製品評価損 117百万円

※４　関係会社に対するものは次のとおりです。 ※４　関係会社に対するものは次のとおりです。

賃貸収入 252百万円 賃貸収入 79百万円

※５　固定資産売却益のうち主要なものは次のとおりです。 ※５　固定資産売却益のうち主要なものは次のとおりです。

工具器具備品 124百万円 工具器具備品 10百万円

※６　前期損益修正損のうち主要なものは次のとおりです。 ※６　　　　　　　　　――――――

過年度受取利息修正 20百万円

滞留債権等整理損 2百万円

  

  

※７　固定資産売却損のうち主要なものは次のとおりです。 ※７　固定資産売却損のうち主要なものは次のとおりです。

工具器具備品 5百万円 工具器具備品 9百万円

※８　固定資産除却損のうち主要なものは次のとおりです。 ※８　固定資産除却損のうち主要なものは次のとおりです。

建物 32百万円

構築物 25　〃

機械装置 64　〃

機械装置 16百万円

建物 6　〃

構築物 5　〃

※９　その他特別損失のうち主要なものは次のとおりです。 ※９　　　　　　　　　――――――

出資金評価損 11百万円   
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①　リース取引

 　　　ＥＤIＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しています。

②　有価証券

　前事業年度(自平成16年４月１日　至平成17年３月31日)及び当事業年度(自平成17年４月１日　至平成18年３月31

日)における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。

③　税効果会計

前事業年度
(平成17年３月31日)

当事業年度
(平成18年３月31日)

１　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

１　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

(流動資産)  

繰延税金資産  

未払賞与 181百万円

修繕引当金 55　〃

未払事業税 31　〃

その他 56　〃

繰延税金資産純額 323　〃

(流動資産)  

繰延税金資産  

未払賞与 174百万円

修繕引当金 　95　〃

その他 51　〃

繰延税金資産純額 321　〃

(固定負債)  

繰延税金資産  

固定資産評価損 1,095百万円

退職給付引当金 801　〃

減価償却費損金算入限度超過額 409　〃

投資有価証券評価損 118　〃

修繕引当金 58　〃

その他 80　〃

評価性引当額 △1,522　〃

小計 1,040　〃

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △1,268　〃

固定資産圧縮積立金 △173　〃

小計 △1,441　〃

繰延税金負債純額 △401　〃

(固定負債)  

繰延税金資産  

退職給付引当金 672百万円

固定資産評価損 645　〃

減価償却費損金算入限度超過額 335　〃

繰越欠損金 174　〃

投資有価証券評価損 58　〃

修繕引当金 24　〃

その他 61　〃

評価性引当額 △1,114　〃

小計 855　〃

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △1,792　〃

固定資産圧縮積立金 △167　〃

小計 △1,960　〃

繰延税金負債純額 △1,105　〃

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 39.7％

（調整）  

評価性引当額の減少 △19.1％

試験研究費等の税額控除 △2.2％

受取配当金等永久に益金算入さ

れない項目
△1.0％

交際費損金不算入額 0.8％

住民税均等割等 0.7％

その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
19.1％

法定実効税率 39.7％

（調整）  

評価性引当額の減少 △27.6％

受取配当金等永久に益金算入さ

れない項目
△1.2％

交際費損金不算入額 0.8％

住民税均等割等 0.7％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
11.9％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 780.35円 １株当たり純資産額 811.56円

１株当たり当期純利益金額 25.11円 １株当たり当期純利益金額 25.81円

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

在株式がないため記載していません。

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

在株式がないため記載していません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当期純利益金額(百万円) 1,334 1,302

普通株主に帰属しない金額(百万円) 66 ―

(うち利益処分による役員賞与金) (66) (―)

普通株式に係る当期純利益金額(百万円) 1,268 1,302

普通株式の期中平均株式数(千株) 50,532 50,466

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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