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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）金額は百万円未満を切捨てて表示 

 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 20,573 10.8 364 33.3 438 24.5
17年３月期 18,574 9.5 273 55.6 351 28.4
 

１株当たり 潜在株式調整後 株主資本 総資本 売上高  当期純利益 
当期純利益 1株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円  銭 ％ ％ ％
18年３月期 265 25.0 19 57 ― 3.7 3.3 2.1
17年３月期 212 35.9 15 18 ― 3.1 2.9 1.9

（注） ①．持分法投資損益     18年３月期    25 百万円    17年３月期    33 百万円 

    ②．期中平均株式数（連結） 18年３月期  12,973,511 株    17年３月期  13,392,274 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 

 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 13,913 7,436 53.5 576 72
17年３月期 12,435 6,903 55.5 524 56

（注） 期末発行済株式数（連結）  18年３月期  12,874,241 株    17年３月期  13,143,221 株 

 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円
18年３月期 235 △ 481 △ 171 999
17年３月期 △  57 △  8 △ 213 1,415
 

（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  ０社   持分法適用関連会社数  ２社 

（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結 （新規）  ０社  （除外）  ０社   持分法  （新規）  ０社  （除外）  ０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 10,190 210 125

通 期 21,000 450 270

（参考） 1株当たり予想当期純利益（通期）   20円97銭 

 ※ 上記の予想には、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業

績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

   なお、上記の業績予想に関する事項は、添付資料の５ページを参照して下さい。 
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Ⅰ．企業集団の状況 

 

 当社の企業集団は、当社、子会社２社及び関連会社２社で構成され、工業用薬品、合成樹脂及び建材・資材等の

販売を主な内容とし、一部建材の加工を行っております。 

 当社グループの事業に係わる位置付け、及び商品品目との関連は次のとおりであります。 

 

 （工業用薬品） 

  当社が直接販売するほか、関連会社中央理化工業株式会社に対し工業用薬品を販売しております。海外販売に

ついてはその一部を、関連会社三東洋行有限公司が販売しております。 

 

 （合成樹脂） 

  当社が直接販売するほか、関連会社中央理化工業株式会社より商品の一部を当社が購入して販売しております。

海外販売の一部については、当社が関連会社三東洋行有限公司、子会社 SANKYO KASEI SINGAPORE PTE.LTD.

に販売しております。 

 

 （建材・資材等） 

  住宅用部材等セット販売を必要とするものについては、子会社大同工業株式会社においてセット組み等を行っ

ております。また、電子材料の内、海外向けの一部を子会社SANKYO KASEI SINGAPORE PTE.LTD.に販売してお

ります。 

 

 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

※三東洋行有限公司

　（関連会社）

☆SANKYO KASEI

商品の販売・仕入 　SINGAPORE PTE.LTD.

　（子会社）

※中央理化工業株式会社

　（関連会社）

○大同工業株式会社

加工委託 　（子会社）

○印は連結子会社　　※印は持分法適用関連会社　　☆印は非連結持分法非適用子会社

得　　意　　先

商品の販売・仕入

各種商品の輸出入・販売

当
　
　
社

工
業
用
薬
品

建
材
・
資
材
等

合
成
樹
脂

商品の販売・仕入

化学品の製造・販売

住宅用部材の流通加工
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Ⅱ．経 営 方 針 

 

１．会社の経営の基本方針 

   当社グループは、顧客中心の営業活動を基本として、顧客とともに発展を遂げ、市場における信用をつちか

いつつ社会に貢献することを、経営の基本方針としております。 

 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

   当社は、将来に向かっての経営基盤の強化を図るとともに収益を向上し、株主の皆様への利益還元を充実さ

せてゆくことを、経営上の重要課題であると考えております。 

   配当の実施につきましては、安定的な配当の継続と、財務体質の強化ならびに業容拡大に備えるため、内部

留保の充実などを総合的に勘案しながら決定しております。 

 

３．会社の対処すべき課題 

   国内経済は、全般に緩やかな回復基調が見られますが、市場環境は引き続き厳しく推移するものと思われま

す。急速に多様化する顧客ニーズに迅速・的確に対応するため、競争力のある企業体質を構築するべく、営業

体制ならびに管理体制の強化を図り、海外市場を含め、選択と集中をさらに加速させて、戦略的・重点的な経

営資源の投入を行い、目標とする売上高の達成と業績の向上を目指して下記の３点を経営の基本に据え、積極

的な事業展開を図ります。 

 

   ①収益性の向上への取り組み 

     顧客ニーズの高度化をいち早くキャッチし、付加価値の高い商品開発を積極的に展開するため、顧客な

らびに仕入先メーカーとの連携を強固なものとし、新規事業開発の更なる加速ならびに与信管理の強化を

図り、積極的な経営展開をすすめてまいります。 

 

   ②環境保全と環境配慮型商品の拡販ならびに高品質体制への取り組み 

     本年度ＩＳＯ１４００１、ＩＳＯ９００１の維持審査登録を受けて、今後もいっそう環境配慮体制の維

持に努力し、環境保全が企業の社会的責任としてますます重要になることを十分に認識し、環境にやさし

い企業活動をすすめ、環境配慮型商品の拡販と高品質体制の維持に向けた取り組みを強化してまいります。 

 

   ③海外展開の充実と新市場への取り組み 

     三東洋行（香港）は、中国市場の活況に支えられ、好調に推移いたしました。海外展開につきましては、

サンキョウカセイ・シンガポールを含め日本国内営業との緊密な連携のもとに、経営情報の共有化を深め、

さらなる販売力の強化と事業基盤の拡大を図ります。 

     また、中国本土の市場性についても継続して調査を行ってまいります。 

 

４．親会社等に関する事項 

   該当事項はありません。 
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Ⅲ．経営成績及び財政状態

 

１．経営成績 

 （１）当期の概況 

     当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な企業業績に支えられ、設備投資の増加や、個人消費の拡

大及び海外経済の好調に伴う輸出の好転などで、国内景気は緩やかな回復傾向が見え始めてまいりました。 

     その一方で、原油価格高騰の長期化による石化原材料などの素材価格の引上げや、各種税制改正問題・

社会保障制度への不安感などから、先行きはいまだ不透明な状況で推移いたしました。 

     このような経営環境のなかで、当社グループはお客さま本位の開発営業に注力するとともに、企業体質

の強化と収益力の向上を目指し、新商材の開発と拡販、提案営業の推進など、営業施策の強化と間接部門

の効率化により、業容拡大に努めてまいりました。 

     これらの結果、当期の売上高は２０５億７千３百万円（前年同期比10.8％増）となりました。また、利

益につきましては、経常利益４億３千８百万円（前年同期比24.5％増）当期純利益２億６千５百万円（前

年同期比25.0％増）となりました。 

 

     なお、事業分野別の売上概況は、次のとおりであります。 

     （当期より従来の商品別から事業分野別でご説明いたします。前期末については、当期と同様の方法に

より算出したものであります。） 

 

    ＜土木・建材資材関連分野＞ 

     土木関連分野では、公共事業は低水準で推移しておりますが、当社が主に取扱っておりますコンクリー

ト二次製品関連やプリミックス・モルタル関連向けで新規商材の開発や新規顧客の開拓などにより、伸長

いたしました。 

     建材資材関連分野では、建築塗料向け樹脂の低迷やマンション向けシステム収納販売ビジネスでは、主

要取引先での事業撤退の影響もあって受注物件が減少いたしましたが、店舗什器関連向けの加工部材を中

心に新規開拓が結実し、大幅に伸長いたしました。 

     この結果、売上高は７０億９千５百万円（前年同期比21.7％増）となりました。 

 

    ＜情報・輸送機器関連分野＞ 

     情報関連分野では、光学フィルム用コーティング剤やプリンター関連などＯＡ機器向け新規商材の開発

が結実するとともに、半導体関連及び太陽電池関連向けの商材も市場の好調を受けて堅調に推移いたしま

した。 

     輸送機器関連分野では、車載部品用の樹脂加工品は減少いたしましたが、２輪・４輪向け各種商材が海

外向けも含めて好調に推移いたしました。 

     この結果、売上高は６１億１千２百万円（前年同期比10.5％増）となりました。 

 

    ＜日用品関連分野＞ 

     日用品関連分野では、光学用途向け処理剤は需要先の好調を受けて伸長いたしましたが、製靴向け用樹

脂は市況要因などで低調に推移し、また前期好調でありました化粧品関連向け原料も今期は大幅に減少い

たしました。 

     フィルム関連分野では、工業用フィルム及び食品用途向けの包装フィルムは、概ね順調に推移いたしま

した。 

     この結果、売上高は３２億８千万円（前年同期比1.3％減）となりました。 

 

    ＜化学工業関連分野＞ 

     繊維関連分野では、国内の染色整理業界は慢性的な不況に陥っており苦戦をしいられておりますが、当

社新規開発商品の結実ならびに産業資材繊維用樹脂などは好調に推移いたしました。 

     その他の化学工業関連分野では、市況回復の影響と原料価格高騰を受けた製品値上げの効果もあって全

般的に増加いたしました。 

     この結果、売上高は４０億７千８百万円（前年同期比5.1％増）となりました。 
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 （２）次期の見通し 

     次期の見通しといたしましては、わが国経済は設備投資の増加、雇用環境の改善等による国内民間需要

に支えられ、当面緩やかな回復基調をたどると考えられますが、長期化する原油価格の高騰や国内金利上

昇の兆しをはじめ、米国や中国経済などの影響ならびに個人消費における先行きの不安などもあり、引続

き不透明な状況で推移するものと思われます。 

     このような状況を踏まえ、当社は変化する経営環境に対応できる社内体制の構築を推進し、引続き経営

効率の向上を図りつつ、選択と集中を進めて収益の確保に努めることによって企業価値を高めてまいる所

存であります。 

     来期の連結ベースの業績につきましては、売上高２１０億円（前年同期比2.1％増）、経常利益４億５千

万円（前年同期比2.7％増）、当期純利益２億７千万円(前年同期比1.6％増)を見込んでおります。 

 

２．財政状態 

   当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下｢資金｣という。）は、９億９千９百万円となり前連結会

計年度末に比べ４億１千６百万円減少しました。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＞ 

    営業活動の結果、増加した資金は２億３千５百万円（前期は５千７百万円の減少）となりました。これは、

税金等調整前当期純利益４億４千万円、仕入債務の増加５億４千７百万円、減価償却費３千万円等の収入に

対し、法人税等の支払額の増加１億１千５百万円、売上債権の増加５億８千４百万円、持分法による投資利

益の増加２千５百万円等による支出によるものです。 

 

  ＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

    投資活動の結果、減少した資金は４億８千１百万円（前期は８百万円の減少）となりました。これは主に、

定期預金の預入による支出５千万円、投資有価証券の取得による支出４億１千８百万円、有形固定資産の取

得による支出２千８百万円によるものです。 

 

  ＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

    財務活動の結果、減少した資金は１億７千１百万円（前期は２億１千３百万円の減少）となりました。こ

れは主に、自己株式の取得９千２百万円、配当金の支払７千８百万円の支出によるものです。 

 

  ＜キャッシュ・フロー指標のトレンド＞ 

 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(%) 51.7 56.1 56.1 55.5 53.5 

時価ベースの株主資本比率(%) 21.9 17.5 24.1 30.5 39.9 

債務償還年数(年) ― ― ― ― ― 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 467.3 ― ― ― ― 

  （注） 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（自己株式控除後）により算出しております。 

    ※ 営業キャッシュ・フローは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。 

      なお、平成 15 年３月期から有利子負債および利払いはありませんので、債務償還年数、インタレスト・カ

バレッジ・レシオについては記載しておりません。 
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３．事業等のリスク 

   経営成績及び財務状態などに重要な影響を及ぼす可能性がある事項には以下のようなものがありますが、こ

れらに限られるものではありません。 

   なお、文中における将来に関する事項は、当会計年度末において当社が判断したものです。 

 

   ①市場環境が活発化する中で、当社の取引先の中にも生産拠点の海外移転が増加しており、当社の商圏が減

少し業績に影響を与える可能性があります。 

 

   ②当社の取扱商品は石油化学製品を原材料としているものが多くあり、原油価格の高騰などにより仕入価格

が上昇し、売上価格に転嫁しきれない場合は、業績に影響を与える可能性があります。 

 

   ③概ね内需向けの販売が主体であるため、国内景気の大幅後退による国内需要の減少ならびに依然として厳

しい状況にある市場競争・価格競争にさらされており、競争の更なる激化に伴う価格低下により業績に影

響を与える可能性があります。 

 

   ④災害による影響を防止・軽減できなかった場合には業績に影響を与える可能性があります。 

 

   ⑤主に営業上の取引関係維持のため取引先の株式保有を行っておりますが、市況の悪化による時価の下落や

投資先の信用悪化等によって減損処理が必要な場合には、業績に影響を与える可能性があります。 

 

   ⑥当社はネットワークシステムのデータバックアップ体制の整備等を実施しておりますが、基幹システムが

壊滅的なダメージを受けた場合、業績に影響を与える可能性があります。 

 

     これらの影響が当社グループの業績に大きな影響を与える懸念があります。 
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Ⅳ．連結財務諸表等

１．連結貸借対照表 
（単位：千円、％） 

前連結会計年度 当連結会計年度 増減額 

（平成17年３月31日） （平成18年３月31日） （△印減） 項目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 

（資産の部）     
Ⅰ 流動資産      

   現金及び預金 2,155,547  1,789,038  △ 366,508 

   受取手形及び売掛金 6,332,018  6,936,266  604,247 

   たな卸資産 245,514  285,259  39,745 

   繰延税金資産 37,387  49,421  12,033 

   その他 4,731  14,563  9,832 

   貸倒引当金 △24,694  △27,051  △  2,356 

    流動資産合計 8,750,504 70.4 9,047,498 65.0 296,994 
Ⅱ 固定資産      

 １ 有形固定資産      

   建物及び構築物 285,530  255,761  △ 29,769 

   機械装置及び運搬具 8,230  11,616  3,385 

   土地 588,412  584,624  △  3,787 

   建設仮勘定 ―  7,465  7,465 

   その他 7,933  16,832  8,899 

    有形固定資産合計 890,106 7.1 876,300 6.3 △  13,805 
 ２ 無形固定資産 9,923 0.1 9,427 0.1 △   496 

 ３ 投資その他の資産      

   投資有価証券 2,678,423  3,854,131  1,175,707 

   長期貸付金 4,700  ―  △  4,700 

   繰延税金資産 281  121  △   160 

   その他 130,243  135,019  4,776 

   貸倒引当金 △29,122  △9,460  19,662 

    投資その他の資産合計 2,784,526 22.4 3,979,812 28.6 1,195,286 

    固定資産合計 3,684,555 29.6 4,865,540 35.0 1,180,984 

   資産合計 12,435,059 100.0 13,913,038 100.0 1,477,978 

（負債の部）      
Ⅰ 流動負債      

   支払手形及び買掛金 5,017,499  5,564,533  547,033 

   未払法人税等 73,685  131,989  58,304 

   賞与引当金 53,897  58,822  4,925 

   その他 63,319  74,962  11,642 

    流動負債合計 5,208,401 41.9 5,830,307 41.9 621,905 
Ⅱ 固定負債      

   退職給付引当金 2,492  270  △  2,222 

   役員退職慰労引当金 120,713  137,102  16,389 

   繰延税金負債 114,003  420,896  306,892 

   再評価に係る繰延税金負債 72,416  72,809  393 

   その他 13,243  14,973  1,729 

    固定負債合計 322,868 2.6 646,051 4.6 323,182 

   負債合計 5,531,270 44.5 6,476,358 46.5 945,087 

（資本の部）      
Ⅰ 資本金 1,716,600 13.8 1,716,600 12.3 ― 

Ⅱ 資本剰余金 1,433,607 11.5 1,433,608 10.3 1 

Ⅲ 利益剰余金 3,696,347 29.7 3,873,766 27.9 177,418 

Ⅳ 土地再評価差額金 108,624 0.9 109,214 0.8 590 

Ⅴ その他有価証券評価差額金 383,856 3.1 823,653 5.9 439,796 

Ⅵ 為替換算調整勘定 7,704 0.1 15,746 0.1 8,042 

Ⅶ 自己株式 △442,950 △3.6 △535,908 △3.8 △ 92,958 

   資本合計 6,903,789 55.5 7,436,680 53.5 532,890 

   負債及び資本合計 12,435,059 100.0 13,913,038 100.0 1,477,978 
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２．連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

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 

増減額 

（△印減） 項目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 

Ⅰ 売上高 18,574,769 100.0 20,573,135 100.0 1,998,366 

Ⅱ 売上原価 17,023,046 91.6 18,926,960 92.0 1,903,913 

    売上総利益 1,551,722 8.4 1,646,175 8.0 94,452 

      

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,278,425 6.9 1,281,961 6.2 3,535 

    営業利益 273,297 1.5 364,214 1.8 90,916 

      

Ⅳ 営業外収益 92,973 0.5 86,312 0.4 △  6,661 

   受取利息 916  4,275  3,359 

   受取配当金 29,647  33,894  4,247 

   持分法による投資利益 33,388  25,251  △  8,136 

   雑収入 29,022  22,889  △  6,132 

      

Ⅴ 営業外費用 14,274 0.1 12,351 0.1 △  1,922 

   たな卸資産処分損 4,966  3,036  △  1,929 

   売上割引 8,099  8,337  237 

   雑損失 1,208  977  △   230 

    経常利益 351,997 1.9 438,175 2.1 86,178 

      

Ⅵ 特別利益 ― ― 4,560 0.0 4,560 

   固定資産売却益 ―  655  655 

   ゴルフ会員権売却益 ―  3,904  3,904 

      

Ⅶ 特別損失 3,647 0.0 1,893 0.0 △  1,754 

   固定資産除却損 3,647  ―  △  3,647 

   固定資産売却損 ―  1,893  1,893 

    税金等調整前当期純利益 348,349 1.9 440,842 2.1 92,492 

   法人税、住民税及び事業税 122,768 0.7 167,991 0.8 45,222 

   法人税等調整額 12,907 0.1 7,010 0.0 △  5,897 

    当期純利益 212,673 1.1 265,840 1.3 53,167 
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３．連結剰余金計算書 

（単位：千円） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

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 
項目 

金額 金額 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,433,607  1,433,607 

Ⅱ 資本剰余金増加高     

   自己株式処分差益 ― ― 1 1 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  1,433,607  1,433,608 

     

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高  3,567,755  3,696,347 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

   当期純利益 212,673 212,673 265,840 265,840 

Ⅲ 利益剰余金減少高     

   配当金 74,680  78,431  

   取締役賞与 9,400  9,400  

   土地再評価差額金取崩額 ― 84,080 590 88,422 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  3,696,347  3,873,766 
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４．連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

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 
項目 

金額 金額 

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 348,349 440,842 

   減価償却費 29,868 30,885 

   貸倒引当金の増減額 7,090 △17,306 

   賞与引当金の増減額 3,219 4,925 

   退職給付引当金の増減額 △36,849 △2,222 

   役員退職慰労引当金の増減額 △28,798 16,389 

   前払年金費用の増減額 ― △20,798 

   受取利息及び受取配当金 △30,563 △38,170 

   持分法による投資損益 △33,388 △25,251 

   有形固定資産売却益 ― △655 

   有形固定資産売却損 ― 1,893 

   投資有価証券評価損 200 25 

   ゴルフ会員権売却損益 ― △3,905 

   売上債権の増減額 △379,437 △584,604 

   たな卸資産の増減額 △19,797 △39,746 

   その他資産の増減額 152 △9,163 

   仕入債務の増減額 180,998 547,033 

   その他負債の増減額 5,704 1,541 

   未払消費税の増減額 △7,521 11,991 

   外形標準事業税 10,700 5,750 

   取締役賞与の支払額 △9,400 △9,400 

   その他 ― △169 

    小計 40,527 309,885 

   利息及び配当金の受取額 39,198 41,396 
   法人税等の支払額 △137,350 △115,438 

    営業活動によるキャッシュ・フロー △57,625 235,843 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   
   定期預金の預入による支出 ― △50,000 

   有形固定資産の取得による支出 △11,802 △28,509 

   有形固定資産の売却による収入 ― 10,315 

   無形固定資産の取得による支出 △1,480 ― 

   投資有価証券の取得による支出 △8,526 △418,557 

   ゴルフ会員権の取得による支出 ― △5,200 

   ゴルフ会員権の売却による収入 ― 5,905 

   貸付金の回収による収入 6,800 4,700 

   その他 6,219 ― 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △8,789 △481,346 

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 △139,174 △92,959 

   自己株式の売却による収入 ― 2 

   配当金の支払額 △74,572 △78,049 

    財務活動によるキャッシュ・フロー △213,746 △171,006 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △280,160 △416,509 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,695,707 1,415,547 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,415,547 999,038 
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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 

 

１．連結の範囲に関する事項 

  （１）連結子会社の数------１社 

     連結子会社名：大同工業株式会社 

  （２）非連結子会社の数----１社 

     非連結子会社名：SANKYO KASEI SINGAPORE PTE.LTD. 

     （連結の範囲から除いた理由） 

       当該非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれ

も少額であり、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 

  （１）持分法を適用した関連会社数--２社 

     会社名：中央理化工業株式会社、三東洋行有限公司 

     （非連結子会社に持分法を適用しない理由） 

       当該非連結子会社は連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響は軽微であり、連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないため、持分法は適用しておりません。 

  （２）持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項 

      持分法適用会社のうち、三東洋行有限公司の決算日は１２月３１日であり、連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の財務諸表を使用しております。 

 

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。 

 

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------決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）なお、時価のあるその他有

価証券のうち「取得原価」と「債券金額」との差額の性格が金利の調整と

認められるものについては、償却原価法により原価を算定しております。 

        時価のないもの------移動平均法による原価法 

    ②．たな卸資産 

       商品------------------移動平均法による原価法 

  （２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

    ①．有形固定資産------------定率法によっております。 

                  但し、平成10年４月以降に取得した建物（建物附属設備は除く）について

は、定額法を採用しております。 

                  なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

    ②．無形固定資産------------自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

    ③．長期前払費用------------均等償却によっております。 

  （３）重要な引当金の計上基準 

    ①．貸倒引当金--------------金銭債権の取立不能に備えるため一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権及び破産更生債権については、個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。 

    ②．賞与引当金--------------従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上して

おります。 
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    ③．退職給付引当金----------従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。 

    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、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給額を計上しております。 

 

  （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

しております。 

      なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。 

 

  （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おります。 

 

  （６）重要なヘッジ会計の方法 

    ①．ヘッジ会計の方法---------為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行

っております。 

    ②．ヘッジ手段とヘッジ対象 

       ・ヘッジ手段----------為替予約 

       ・ヘッジ対象----------商品輸出入取引による外貨建売上債権及び外貨建仕入債務 

    ③．ヘッジ方針---------------デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた内部規定に

基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスクを一定の範囲内でヘッジを

行っております。 

    ④．ヘッジ有効性評価の方法--為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一金額で

同一期日の為替予約をそれぞれ振当てており、その後の為替相場の変動に

よる相関関係は完全に確保されているため、決算日における有効性の評価

を省略しております。 

 

  （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------消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

   全面時価法によっております。 

 

６．利益処分項目等の取扱に関する事項 

   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。 

 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

   資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能でありかつ、原則

として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ヶ月以内に満期又は償還期限の到来する短

期投資からなっております。 
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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

 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

   当連結会計年度から「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

基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）を適用しております。これによる損益に与

える影響はありません。 

 

《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 有形固定資産の減価償却累計額    670,283千円 １ 有形固定資産の減価償却累計額    682,739千円

２ 担保資産 

 イ 担保差入資産 

 現金及び預金 40,000千円

 投資有価証券 135,575千円 

２ 担保資産 

  イ 担保差入資産 

  現金及び預金 40,000千円

  投資有価証券 170,500千円 
 ロ 債務の内容 

 支払手形及び買掛金 52,947千円 

  ロ 債務の内容 

  支払手形及び買掛金 58,935千円 
３  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) 693,033千円 

３  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) 729,203千円 
４  当社の発行済株式総数は、次のとおりであります。

 普通株式 15,600千株 

４  当社の発行済株式総数は、次のとおりであります。

 普通株式 15,600千株 
５  連結子会社及び持分法を適用した関連会社が保有

する自己株式の数は、次のとおりであります。 

 普通株式 2,456千株 

５  連結子会社及び持分法を適用した関連会社が保有

する自己株式の数は、次のとおりであります。 

 普通株式 2,725千株 
６  土地の再評価に関する法律(平成 10 年３月 31 日公

布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、

当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を、｢土地再評価差額金｣として資本の部に計上

しております。 

 

  ① 再評価の方法 

     土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める

固定資産税評価額に、合理的な調整を行ない算出

しております。 

  ② 再評価を行った年月日   平成14年３月31日

  ③ 再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と、再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

  127,092千円 

６  土地の再評価に関する法律(平成 10 年３月 31 日公

布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、

当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を、｢土地再評価差額金｣として資本の部に計上

しております。 

 

  ① 再評価の方法 

     土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める

固定資産税評価額に、合理的な調整を行ない算出

しております。 

  ② 再評価を行った年月日   平成14年３月31日

  ③ 再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と、再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

  141,021千円 
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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主なもの 

給料及び手当 442,999千円

賞与引当金繰入額 52,026千円

退職給付引当金繰入額 34,106千円

役員退職慰労引当金繰入額 15,109千円

貸倒引当金繰入額 7,517千円 

１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

給料及び手当 434,581千円

賞与引当金繰入額 57,465千円

退職給付引当金繰入額 17,591千円

役員退職慰労引当金繰入額 16,389千円

貸倒引当金繰入額 5,514千円 
――― 

   

２ 固定資産売却益の内訳 

土地 655千円 
３ 固定資産除却損の内訳 

建物 2,075千円

構築物 1,506千円

工具器具及び備品 65千円 

――― 

  

  

   
――― 

   

４ 固定資産売却損の内訳 

建物 1,893千円 
 

(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記

載されている科目の金額との関係 

(平成17年３月31日) 

現金及び預金勘定 2,155,547千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △740,000千円

現金及び現金同等物 1,415,547千円

   

 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 

(平成18年３月31日) 

現金及び預金勘定 1,789,038千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △790,000千円

現金及び現金同等物 999,038千円

  

 

 

《セグメント情報》 

１．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) 

     事業の種類として「各種商品販売を行う商社」といわれる単一業種に従事しております。従って、事業

の種類別セグメント情報は記載を省略しております。 

 

２．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) 

     全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも

９０％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

３．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) 

     海外売上高が、連結売上高の１０％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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《リース取引》 

 ＥＤＩＮＥＴ（電子開示システム）で開示する有価証券報告書に記載するため、記載を省略しております。 

 

《関連当事者との取引》 

 

 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) 

子会社等 
関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 

買掛金 114,555
同社商品の仕入 1,194,580 

支払手形 218,192関連会社 
中央理化
工業株式
会社 

大阪府 
枚方市 

101,157 
化学品の 
製造及び 
販売 

所有 
直接 24.2

兼任１ 
取締役 

商品の 
販売 

当社商品の販売 202,291 売掛金 9,825

(注) 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含みます。 
 
（取引条件及び取引条件の決定方針等） 
  商品の仕入及び商品の販売については、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の

条件によっております。 
 

《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 
 (繰延税金資産) 

 未払事業税 8,202千円

 賞与引当金 21,362千円

 貸倒引当金 9,358千円

 退職給付引当金 69,728千円

 役員退職慰労引当金 48,285千円

 有価証券評価損 33,136千円

 会員権評価損 47,550千円

 その他 4,408千円

繰延税金資産合計 242,031千円

  

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 
 (繰延税金資産) 

 未払事業税 11,055千円

 賞与引当金 23,386千円

 貸倒引当金 11,797千円

 退職給付引当金 83,322千円

 役員退職慰労引当金 54,840千円

 有価証券評価損 33,136千円

 会員権評価損 42,350千円

 その他 7,534千円

繰延税金資産合計 267,423千円 

 (繰延税金負債) 

 適格年金拠出金 △61,000千円

 その他有価証券評価差額金 △256,428千円

 その他 △936千円

繰延税金負債合計 △318,365千円

繰延税金負債の純額 △76,333千円

(注) 繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 
流動資産―繰延税金資産 37,387千円

固定資産―繰延税金資産 281千円

固定負債―繰延税金負債 △114,003千円 

 (繰延税金負債) 

 適格年金拠出金 △91,594千円

 その他有価証券評価差額金 △544,831千円

 その他 △2,351千円

繰延税金負債合計 △638,777千円

繰延税金負債の純額 △371,353千円

 (注) 繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 
流動資産―繰延税金資産 49,421千円

固定資産―繰延税金資産 121千円

固定負債―繰延税金負債 △420,896千円 
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《有価証券関係》 

 

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) 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区 分 取得原価(千円) 
連結決算日における連結

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 1,181,159 1,825,184 644,024 

小計 1,181,159 1,825,184 644,024 

 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
   株式 21,700 18,747 △2,952 

小計 21,700 18,747 △2,952 

合計 1,202,860 1,843,932 641,071 

(注) 減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた金額

について減損処理を行っておりますが、当連結会計年度末においては、いずれも該当するものはありません。 

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
  該当事項はありません。 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 
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 141,458 

 

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 その他有価証券で時価のあるもの 

区 分 取得原価(千円) 
連結決算日における連結

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 1,221,116 2,611,570 1,390,453 

小計 1,221,116 2,611,570 1,390,453 

 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
   株式 50,090 44,460 △5,630 
   債券 350,185 327,440 △22,745 

小計 400,275 371,900 △28,375 

合計 1,621,392 2,983,470 1,362,077 

(注) 減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた金額

について減損処理を行っておりますが、当連結会計年度末においては、いずれも該当するものはありません。 

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
  該当事項はありません。 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 
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 141,458 
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《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）において当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用している

ので、該当事項はありません。 

 

《退職給付関係》 

 
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 採用している退職給付制度の概要 
   確定給付型の制度として、適格退職年金制度(定年
退職者及び死亡退職者を対象)及び一時金制度を設け
ております。なお、連結子会社は退職一時金制度のみ
を設けております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 
   確定給付型の制度として、適格退職年金制度(定年
退職者及び死亡退職者を対象)及び一時金制度を設け
ております。なお、連結子会社は退職一時金制度のみ
を設けております。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日) 

①退職給付債務 △375,721千円

②年金資産 373,228千円

③未積立退職給付債務(①＋②) △2,492千円

④退職給付引当金 △2,492千円

 (注) 当社及び連結子会社は、退職給付の算定にあた
り、簡便法を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 

①退職給付債務 △392,318千円

②年金資産 412,845千円

③未積立退職給付債務(①＋②) 20,527千円

④前払年金費用 20,797千円

⑤退職給付引当金（③－④） △270千円

 (注) 当社及び連結子会社は、退職給付の算定にあた
り、簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成16年４月１日至
平成17年３月31日) 

①勤務費用 35,763千円

②退職給付費用 35,763千円

 (注) 当社及び連結子会社は簡便法を採用しており、退
職給付費用は、勤務費用に計上しております。 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成17年４月１日至
平成18年３月31日) 

①勤務費用 18,250千円

②退職給付費用 18,250千円

 (注) 当社及び連結子会社は簡便法を採用しており、退
職給付費用は、勤務費用に計上しております。 

 

 

《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 524円56銭 576円72銭

１株当たり当期純利益 15円18銭 19円57銭

（注）１ 前連結会計年度及び当連結会計年度における潜在株式調整後１株当たりの当期純利益については、潜在株式が

ないため、記載しておりません。 

   ２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

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 

当期純利益(千円) 212,673 265,840 

普通株主に帰属しない金額(千円) 9,400 11,900 

(うち利益処分による役員賞与)(千円) （9,400） （11,900） 

普通株式に係る当期純利益(千円) 203,273 253,940 

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,392 12,973 
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Ⅴ．生産、受注及び販売の状況

 

 事業の種類として「各種商品販売を行う商社」といわれる単一業種に従事しておりますので、事業の種類別セグ

メント情報にかえて、事業分野別にしております。 

 なお、従来、商品品目ごとに記載しておりましたが、当連結会計年度より事業分野別の記載に変更しております。 

 

１．仕入実績 

  当連結会計年度における仕入実績を事業分野別に示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円、％） 

（参考）前連結会計年度 当連結会計年度 

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 

（参考） 
前年同期比事業分野別 

金額 金額 金額 

土木・建材資材関連分野  

 土木関連 1,403,657 1,530,903 ＋9.1 

 建材資材関連 4,009,503 5,091,859 ＋27.0 

 計 5,413,160 6,622,762 ＋22.3 

情報・輸送機器関連分野    

 情報関連 3,684,319 4,034,994 ＋9.5 

 輸送機器関連 1,366,975 1,569,993 ＋14.9 

 計 5,051,294 5,604,988 ＋11.0 

日用品関連分野    

 日用品関連 2,160,174 2,053,424 △4.9 

 フィルム関連 931,005 993,470 ＋6.7 

 計 3,091,179 3,046,894 △1.4 

化学工業関連分野    

 繊維関連 1,083,876 1,109,915 ＋2.4 

 化学工業関連 2,435,098 2,598,394 ＋6.7 

 計 3,518,974 3,708,309 ＋5.4 

 小計 17,074,609 18,982,954 ＋11.2 

 不動産賃貸原価 7,890 7,219 △8.5 

 合計 17,082,499 18,990,174 ＋11.2 

  （注）①．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

     ②．上記の事業分野別の仕入金額については、仕入合計実績を売上比率で配分しております。 

     ③．前連結会計年度については、事業分野別での開示は行っておりませんが、当連結会計年度と同様の方法に 

       より算出し、参考表示しております。前年同期比についても同様であります。 
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２．販売実績 

  当連結会計年度における販売実績を事業分野別に示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円、％） 

（参考）前連結会計年度 当連結会計年度 

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 

（参考） 
前年同期比事業分野別 

金額 金額 金額 

土木・建材資材関連分野  

 土木関連 1,534,771 1,657,885 ＋8.0 

 建材資材関連 4,297,308 5,437,484 ＋26.5 

 計 5,832,080 7,095,369 ＋21.7 

情報・輸送機器関連分野    

 情報関連 4,011,784 4,376,935 ＋9.1 

 輸送機器関連 1,518,478 1,735,559 ＋14.3 

 計 5,530,262 6,112,495 ＋10.5 

日用品関連分野    

 日用品関連 2,321,871 2,213,635 △4.7 

 フィルム関連 1,001,806 1,066,630 ＋6.5 

 計 3,323,678 3,280,266 △1.3 

化学工業関連分野    

 繊維関連 1,207,310 1,230,526 ＋1.9 

 化学工業関連 2,674,797 2,847,909 ＋6.5 

 計 3,882,107 4,078,435 ＋5.1 

 小計 18,568,129 20,566,566 ＋10.8 

 不動産賃貸料 6,640 6,569 △81.1 

 合計 18,574,769 20,573,135 ＋10.8 

  （注）①．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

     ②．総販売実績に対する割合が100分の10以上の販売先はありません。 

     ③．前連結会計年度については、事業分野別での開示は行っておりませんが、当連結会計年度と 

       同様の方法により算出し、参考表示しております。前年同期比についても同様であります。 
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