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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 15,986 40.3 1,360 43.6 1,366 45.0

17年３月期 11,395 61.1 947 50.0 942 45.2

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 803 8.7 19 58 19 50 16.6 9.7 8.5

17年３月期 739 110.5 17 94 17 92 17.3 8.1 8.3

（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          41,040,841 株 17年３月期 41,204,297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 14,066 5,146 36.6 125 41

17年３月期 14,080 4,540 32.2 110 62

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期           41,036,289株 17年３月期 41,044,678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 1,393 △492 △1,197 2,567

17年３月期 898 16 △459 2,864

(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 6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 0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） 1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 8,400 700 320

通　期 17,000 1,500 700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　17円06銭

※　業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な

要因によって予想と異なる結果となる場合があります。業績予想についての前提条件その他の関連する事項について

は、添付資料の６ページを参照ください。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び子会社の７社で構成され、親会社の㈱キョウデンと業務提携契約を結び、プリント配線基

板事業を営むとともに、下記記載の商品を製造販売する工業材料事業並びにその他の事業を営んでおります。

　当連結会計期間において富士機工電子㈱を通期で連結対象子会社としました結果、プリント配線基板事業の売上高及

び営業利益が大きく増加いたしました。

事業区分 主要製品

プリント配線基板事業 プリント配線基板

工業材料事業 硝子長繊維用原料、耐火物、混和剤、農薬原料

その他の事業 種子加工、園芸資材配送、排水処理装置の開発・設計等

　各事業所における当社及び主要な関係会社の位置付けは、次のとおりであります。

 
得意先 

㈱キョウデン 
＊１ 

昭和環境システム㈱ 
＊２ 

 富士機工電子㈱ 
＊２ 

プリント配線 
基板事業 

昭和キョウデン㈱ 
＊２ 

昭和ケミカル㈱ 
＊２ 

 フバサミクレー㈱ 
＊２ 

工業材料 
事業 

その他の 
事業 

 
当社 

プリント配線基板事業 工業材料事業 

八王子工場 安芸津工場、庄原工場、河下工場 

 （注）１     製造作業、原材料、商品の仕入等 

製品、商品の販売 

２ ＊１  親会社 

  ＊２  連結子会社 
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　主要な関係会社の状況は次のとおりであります。

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の
内容

議決権の所有
（被所有）割合

関係内容 摘要
所有割合
（％）

被所有
割合
（％）

(親会社）

㈱キョウデン

長野県

上伊那郡

箕輪町

4,332,908
プリント配線

基板事業
― 49.8

同社へ当社製品を販売。

同社より原材料購入。

役員の兼任・・・５名

＊１

(連結子会社）

富士機工電子㈱

大阪府

堺市
639,901

プリント配線

基板事業
66.9 ― 役員の兼任・・・２名 ＊２，３

昭和ケミカル㈱
栃木県

日光市
65,000 工業材料事業 100.0 ―

同社製品の購入

役員の兼任・・・４名
＊２

フバサミクレー㈱
栃木県

日光市
36,000

工業材料事業

その他の事業
80.0 ―

同社製品の購入

役員の兼任・・・４名
＊２

昭和キョウデン㈱
東京都

渋谷区
10,000

プリント配線

基板事業
100.0 ―

同社製造作業委託

役員の兼任・・・４名
 

昭和環境システム㈱
東京都

渋谷区
200,000 その他の事業 100.0 ―

同社製品の購入

役員の兼任・・・２名
 

その他１社        

　（注）＊１．㈱キョウデンは有価証券報告書提出会社であります。

＊２．富士機工電子㈱、昭和ケミカル㈱及びフバサミクレー㈱は特定子会社であります。

＊３．富士機工電子㈱については売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が

10％を超えております。

主要な損益情報等 (1）売上高 8,622,989千円

 (2）経常利益 647,701千円

 (3）当期純利益 617,190千円

 (4）純資産額 2,128,195千円

 (5）総資産額 5,260,062千円
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、電子材料の成長性と工業用材料の安定性を併せ持つスペシャリティーマテリアル企業として、利

益率の維持向上を伴いつつ、業容の拡大を達成し持続的な成長力を示すことにより、昭和ＫＤＥグループの企業価値

向上を推進してまいります。

　また、いいものを早く、安く、かつ新商品を間断なく提供し続ける『ものづくりの基本』に徹するとともに、環境

問題への対応やリスク管理を含めた内部管理体制の整備を進め、より高い評価を受ける企業へと進化すべく努めてま

いります。

　Change,Challenge Speedに加えてComplianceを重視する企業風土の育成を進め、社員一人ひとりがスペシャリスト

として自立し、自由闊達で創造性に満ち溢れる企業を目指してまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、連結業績の向上により株主の皆様に対する継続的な利益配分

を最重要施策の一つと認識し、内部留保および財務体質の強化等を総合的に勘案の上、利益還元に努めてまいります。

　また、内部留保金の使途につきましては、「中期経営計画」を実現するための成長分野を中心とした新規事業への

投資や、新商品の開発投資等に積極的に活用し、連結業績の向上を図ってまいります。

　当期の配当につきましては、以上を勘案し、期末普通配当を１株当り５円とする予定にしております。

(3）目標とする経営指標

　次項(4）の中長期的な経営戦略をご参照ください。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　平成17年度よりスタートした中期経営計画「新たな飛躍に向けて」を引続き強力に推進してまいります。

　その骨子は下記の通りです。

○中期経営計画「新たな飛躍に向けて」の骨子

（数値目標）

平成20年３月期 平成18年３月期実績

連結売上高（百万円） 30,000 15,986

電子材料（百万円） 20,000 9,496

工業材料（百万円） 10,000 6,489

連結経常利益（百万円） 2,100 1,366

連結当期純利益（百万円） 1,300 803

連結ＲＯＥ（％） 15 16

　（注）平成18年３月期の「工業材料」にはセグメント情報「その他の事業」が含まれております。

　

（基本方針）

イ．連結ベース経常利益率７％以上、安定配当率10％以上を確保することにより企業価値の向上を図る。

ロ．Ｍ＆Ａや提携などにより、中心的事業である電子材料部門はもとより、工業材料事業部門も積極的に業容拡

大を目指す。

ハ．技術・品質を重視し、コスト競争力の強化をより徹底するとともに適正利益の確保に注力する。

ニ．あらゆる局面で「国際化」と「環境」を絶えず意識して対応する。

ホ．関係各社・各部門・各工場が緊密に連携し、かつ、自立できる収益・業務構造を確立する。

(5）会社の対処すべき課題

　前項(4）中長期的な会社の経営戦略をご参照ください。
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(6）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

①　親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権
所有割合（％）

親会社等が発行する株券が上場されている
証券取引所

株式会社キョウデン 親会社 49.8 株式会社東京証券取引所市場第２部

②　株式会社キョウデンとの関係

　当社は、親会社との間で業務委託契約を結び、同社からの受注に基づき製造を行うプリント配線基板事業を営ん

でおります。

　人的な関係では、当連結会計年度末において親会社の役員５名が当社の取締役に就任しております。

③　親会社等との取引に関する事項

　連結財務諸表中の「関係当事者との取引」に関する注記を記載しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①　当期の概況

　当期の我が国経済は、中国・米国などの景気拡大を背景とした輸出の伸びと国内生産の増加による設備投資拡大

に支えられ、景気は本格的な回復局面に入ったと考えられます。また、低迷の続いた個人消費についても株価の上

昇や雇用・所得環境の改善により、ようやく明るい兆しが拡がってまいりました。なお、原油を始めとする資源素

材価格の高騰が続く一方、ＩＴ関連分野においては世界的な価格競争が継続しております。

　このような情勢のもと、当社グループは今年度から３ヶ年中期経営計画がスタートし、主力分野のプリント配線

基板を中心とする電子材料事業と硝子長繊維原料・耐火物・混和材などの工業材料事業双方の拡販に努め、併せて、

生産の効率化や諸経費の削減等を進め業績の向上に注力いたしました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は15,986百万円（前連結会計年度比40.3％増）、営業利益は1,360百万円（前

連結会計年度比43.6％増）、経常利益は1,366百万円（前連結会計年度比45.0％増）、当期純利益は803百万円（前

連結会計年度比8.7％増）となりました。

②　セグメント別の概況

＜プリント配線基板事業＞

　前連結会計年度は、下期のみが連結対象であった富士機工電子㈱が年間を通じて連結対象となったことや、厳し

い受注環境の中、部品基板など高付加価値製品の拡販が奏功し、また、経費削減や生産の効率化を推進した結果、

売上高は9,496百万円（前連結会計年度比82.1％増）、営業利益は837万円（前連結会計年度比104.3％増）となりま

した。

＜工業材料事業＞

　硝子長繊維原料は、大口得意先における炉修の影響により、販売量は前連結会計年度比やや減少しました。耐火

物は、高炉各社が内外の需要に支えられ好調な出荷が続いた結果、販売量は増加しました。混和材は、公共投資や

建設需要の低迷が続くなか、コンクリートパイルメーカーや素材メーカーへの積極的拡販、下水道補修材ＳＰＲの

積極受注に努めた結果、販売量は大幅に増加しました。新商品開発分野におきましては、リチウム電池用原料の売

上が寄与し、更に脱臭用セラミックス、油ろ過剤等の開発を進めました。

　以上の結果、工業材料事業部門の売上高は6,306百万円（前連結会計年度比6.8％増）となりましたが、原材料費

の増加等をカバーしきれず、営業利益は504百万円（前連結会計年度比3.0％減）となりました。

＜その他の事業＞

　配送業務、種子加工は、ほぼ前年並で推移しましたが、排水処理用装置については受注が伸びたものの、工期が

来期にずれ込むものが多く、売上高は前連結会計年度比減少しました。

③　次期の見通し

　我が国経済は、長く続いた困難な時代を脱し、着実に回復軌道を歩み始めましたが、ＩＴ分野における厳しい価

格競争や資源素材の高騰など、当社グループを取り巻く環境は引き続き予断を許さない状況が続くものと思われます。

　この様な状況を踏まえ、当社グループといたしましては、引き続き品質・コスト競争力のある各種製品の拡販に

努め、生産の更なる効率化と原材料・資材コストの削減、新商品開発収実化のスピードアップ、新規事業への取組

み強化を図ってまいります。

　プリント配線基板事業では、部品基板、ＦＡＣＴなどの差別化された製品の拡販により、増収が見込まれます。

　工業材料部門では、硝子長繊維原料は主力ユーザーでほぼ当期並みの生産が予想されることから、売上高はほぼ

横ばいと見込んでおります。耐火物は、粗鋼生産量が引き続き好調に推移すると見込まれ、更に安芸津工場での耐

火物リサイクルプラントが稼動することが寄与し増収を見込んでおります。混和材は、機能性材料を含め、コンク

リートパイルメーカー向け製品や下水道補修材ＳＰＲなどの拡販に注力し、増収を見込んでおります。その他の製

品では、脱臭ハニカムや油処理材などの拡販が見込まれます。

　また、その他の事業では、排水処理装置などの拡販を見込んでおります。

　以上より、次期（平成19年３月期）の連結業績予想として、売上高17,000百万円、経常利益1,500百万円、当期純

利益700百万円を見込んでおります。
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(2）財政状態

①　当期の概況

　営業活動の結果得られた資金は1,393百万円と前連結会計年度比494百万円増加しましたが、これは主として富士

機工電子㈱連結による税金等調整前当期純利益の増加によるものです。

　投資活動においては、設備投資資金などの支払いにより、492百万円の支出と前連結会計年度比509百万円支出が

増加しました。

　財務活動の結果支払った資金は1,197百万円と前連結会計年度比737百万円増加しましたが、これは主として、長

期借入金の返済と配当金の支払いによるものです。

　以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末比296百万円減少し、2,567百万円とな

りました。

②　次期の見通し

　営業活動によって得られる資金は、ほぼ当期並みで推移するものと見込んでおります。

　投資活動により支払う資金は、富士機工電子㈱の戦略的設備投資などにより増加するものと見込まれます。

　財務活動により支払う資金は、配当金や長期借入金の返済に見合う程度の支払いを見込んでおります。

　以上より、次期の現金及び現金同等物の期末残高は、当期並を見込んでおります。

③　参考指標

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

自己資本比率（％） 43.4 44.3 32.2 36.6

時価ベースの自己資本比率（％） 47.0 73.4 118.1 153.2

債務償還年数（年） 2.6 4.2 4.9 2.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ 28.5 17.8 13.7 21.7

自己資本比率　　　　　　　　　　　：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率　　　　　：株式時価総額／総資産

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。

＊　キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されて

いる負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払については、連結キャッ

シュ・フローの利息の支払額を使用しております。
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(3）事業などのリスク

　当社グループは、事業継続上のリスクとなる可能性のある主な要因として下記の事項を認識しております。

①　原材料の調達

　当社グループは、原材料調達を中国を中心とする海外からの輸入に大きく依存しておりますが、輸出国における

資源保護や、環境関連規制の動向や産業・貿易政策などにより、原材料の調達が困難となる事態が想定され、その

場合には当社業績に大きく影響を及ぼす可能性があります。

②　特定の取引先への依存について

　当社グループは、電子材料と工業材料の販売を主要業務としており、その販売先は特定の大口需要先に偏る傾向

があります。このため、当該販売先の原料調達方針の変更などが当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす

可能性があります。

③　為替レートの変動

　富士機工電子㈱はその製品の一部を輸出しております。為替レートの状況を見ながら適宜為替予約などによりヘッ

ジをしていますが、急激な為替レートの変動などが発生した場合などに、当社グループの業績及び財務状況などに

影響を及ぼす可能性があります。

④　技術革新への対応

　プリント配線基板の高機能化に対応した差別化された技術の確立は将来の成長と収益確保に必要な条件ですが、

技術革新への対応に遅れをとったり、研究開発により取得した技術が市場の需要に合致しなかった場合など、当社

グループの業績及び財務状況などに影響を及ぼす可能性があります。

　なお、上記に記載のリスクは、当社グループの事業継続に関係する全てのリスクを網羅したものではありません。
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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 注１        

１　現金及び預金   2,864,537   2,567,729  △296,808

２　受取手形及び売掛金   4,858,944   4,666,905  △192,038

３　たな卸資産   1,848,643   2,082,060  233,417

４　繰延税金資産   327,873   305,031  △22,841

５　その他   51,392   102,175  50,782

６　貸倒引当金   △14,043   △13,334  709

流動資産合計   9,937,348 70.6  9,710,568 69.0 △226,779

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産 注１        

(1）建物及び構築物  3,913,365   3,939,679    

減価償却累計額  2,706,073 1,207,291  2,780,140 1,159,539  △47,752

(2）機械装置及び運搬具  7,643,454   7,903,495    

減価償却累計額  6,663,147 980,307  6,887,849 1,015,646  35,338

(3）土地         

①　鉱業用地  289,840   289,840    

減価償却累計額  94,995 194,844  104,663 185,176  △9,668

②　一般用地   1,314,307   1,284,521  △29,786

(4）建設仮勘定   4,038   246,229  242,190

(5）その他  597,853   612,913    

減価償却累計額  520,884 76,968  525,109 87,804  10,835

有形固定資産合計   3,777,759 26.8  3,978,917 28.3 201,157

２　無形固定資産 注１        

(1）鉱業権   36,203   24,022  △12,180

(2）その他   45,199   30,059  △15,139

無形固定資産合計   81,403 0.6  54,082 0.4 △27,320
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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）

３　投資その他の資産 注１        

(1）投資有価証券   132,668   174,124  41,456

(2）繰延税金資産   85,578   78,268  △7,310

(3）その他   105,855   72,955  △32,899

(4）貸倒引当金   △39,929   △2,475  37,453

投資その他の資産合計   284,173 2.0  322,873 2.3 38,699

固定資産合計   4,143,335 29.4  4,355,873 31.0 212,537

資産合計   14,080,684 100.0  14,066,442 100.0 △14,241

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金   2,369,964   2,173,637  △196,327

２　短期借入金 注１  2,455,000   1,975,000  △480,000

３　１年以内返済予定の長
期借入金

注1,4  279,800   26,000  △253,800

４　未払法人税等   171,203   141,431  △29,771

５　賞与引当金   226,708   236,730  10,021

６　その他   604,671   1,036,839  432,167

流動負債合計   6,107,348 43.4  5,589,638 39.7 △517,709

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 注1,4  1,675,000   1,399,000  △276,000

２　繰延税金負債   20,519   27,516  6,996

３　退職給付引当金   707,550   711,483  3,933

４　連結調整勘定   326,235   304,190  △22,045

５　その他   8,357   28,857  20,500

固定負債合計   2,737,662 19.5  2,471,047 17.6 △266,615

負債合計   8,845,011 62.9  8,060,686 57.3 △784,324

（少数株主持分）         

少数株主持分   695,361 4.9  859,525 6.1 164,163
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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）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 注２  2,820,000 20.0  2,820,000 20.0 ―

Ⅱ　利益剰余金   1,861,368 13.2  2,459,760 17.5 598,392

Ⅲ　その他有価証券評価差額
金

  4,984 0.0  16,001 0.1 11,016

Ⅳ　自己株式 注３  △146,041 △1.0  △149,531 △1.0 △3,489

資本合計   4,540,311 32.2  5,146,230 36.6 605,919

負債、少数株主持分及
び資本合計

  14,080,684 100.0  14,066,442 100.0 △14,241
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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   11,395,264 100.0  15,986,407 100.0 4,591,142

Ⅱ　売上原価   8,861,959 77.8  12,508,706 78.2 3,646,747

売上総利益   2,533,305 22.2  3,477,700 21.8 944,395

Ⅲ　販売費及び一般管理費 注1,2  1,586,279 13.9  2,117,672 13.3 531,393

営業利益   947,025 8.3  1,360,027 8.5 413,001

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  2,185   816    

２　受取配当金  387   423    

３　連結調整勘定償却額  24,259   65,290    

４　業務受託収入  13,040   15,040    

５　受取手数料  15,456   20,183    

６　受取賃貸料  9,346   13,147    

７　その他  13,727 78,402 0.7 26,007 140,908 0.9 62,506

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  58,081   67,728    

２　為替差損  12,592   31,126    

３　その他  12,261 82,935 0.7 35,934 134,789 0.9 51,853

経常利益   942,492 8.3  1,366,147 8.5 423,654

Ⅵ　特別利益         

１　貸倒引当金戻入益  4,444   9,049    

２　受取保険金  17,362   ―    

３　固定資産売却益  ― 21,806 0.2 2,693 11,743 0.0 △10,063
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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）

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 注３ 27,211   8,633    

２　役員退職慰労金  2,400   3,200    

３　減損損失 注５ ―   37,955    

４　災害損失 注４ 34,733   ―    

５　支払補償金  ―   18,634    

６　社名変更費用  ―   14,256    

７　その他  608 64,953 0.6 9,075 91,755 0.5 26,801

税金等調整前当期純利
益

  899,345 7.9  1,286,135 8.0 386,789

法人税、住民税及び事
業税

 274,985   238,795    

法人税等調整額  △281,508 △6,523 △0.1 29,710 268,506 1.7 275,029

少数株主利益   166,658 1.5  214,013 1.3 47,354

当期純利益   739,209 6.5  803,615 5.0 64,406

         

(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）

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,287,620  1,861,368  

Ⅱ　利益剰余金増加高       

当期純利益  739,209 739,209 803,615 803,615 64,406

Ⅲ　利益剰余金減少高       

配当金  165,461 165,461 205,223 205,223 39,761

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,861,368  2,459,760 598,392
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年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

    

１　税金等調整前当期純利
益

 899,345 1,286,135 386,790

２　減価償却費  343,295 422,258 78,963

３　減損損失  ― 37,955 37,955

４　連結調整勘定償却額  △24,259 △65,290 △41,031

５　貸倒引当金の減少額  △5,477 △38,163 △32,686

６　賞与引当金の増減額
（減少：△）

 52,130 10,021 △42,109

７　退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 9,173 3,933 △5,240

８　受取利息及び受取配当
金

 △2,572 △1,240 1,332

９　支払利息  58,081 67,728 9,647

10　有形固定資産除却損  27,211 8,633 △18,578

11　有形固定資産売却益  △2,087 △2,693 △606

12　有形固定資産売却損  216 171 △45

13　投資有価証券売却益  △285 ― 285

14　受取保険金  △17,362 ― 17,362

15　災害損失  34,733 ― △34,733

16　支払補償金  ― 18,634 18,634

17　売上債権の増減額（増
加：△）

 △111,060 192,038 303,098

18　たな卸資産の増減額
（増加：△）

 60,087 △233,417 △293,504

19　仕入債務の増減額（減
少：△）

 △202,554 △196,327 6,227

20　未払消費税等の増減額
（減少：△）

 42,567 △60,910 △103,477

21　その他の資産の増減額
（増加：△）

 11,535 △16,470 △28,005

22　その他の負債の増減額
（減少：△）

 22,552 297,653 275,101

小計  1,195,271 1,730,652 535,381

23　利息及び配当金の受取
額

 6,750 1,240 △5,510

24　利息の支払額  △65,357 △64,089 1,268

25　災害による支出  △3,920 ― 3,920
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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）

26　補償金の支払額  ― △18,634 △18,634

27　保険金の受取額  4,583 12,779 8,196

28　法人税等の支払額  △238,697 △268,662 △29,965

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 898,630 1,393,284 494,654

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

  １　連結子会社株式の取　
得による収入

 ― △5,000 △5,000

２　定期預金の払戻しによ
る収入

 90,947 ― △90,947

３　有形固定資産の取得に
よる支出

 △260,499 △470,047 △209,548

４　有形固定資産の売却に
よる収入

 5,150 5,381 231

５　投資有価証券の取得に
よる支出

 △2,701 △22,666 △19,965

６　投資有価証券の売却に
よる収入

 1,061 ― △1,061

７　新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加額

 182,839 ― △182,839

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 16,797 △492,332 △509,129

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　短期借入れによる収入  350,000 ― △350,000

２　短期借入金の返済によ
る支出

 △300,000 △480,000 △180,000

３　長期借入れによる収入  ― 1,725,000 1,725,000

４　長期借入金の返済によ
る支出

 △286,080 △2,254,800 △1,968,720

５　新株予約権発行による
収入

 ― 20,500 20,500

６　自己株式の取得による
支出

 △58,167 △3,489 54,678

７　配当金の支払額  △164,459 △203,031 △38,572

８　少数株主への配当金の
支払額

 △1,220 △1,940 △720

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △459,926 △1,197,760 △737,834
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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）

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額

 455,501 △296,808 △752,309

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 2,409,036 2,864,537 455,501

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

 2,864,537 2,567,729 △296,808
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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

 

連結子会社の数　７社

　主要な連結子会社の名称については、

「第１　企業の概況　４　関係会社の状

況」に記載しているため省略した。このう

ち富士機工電子㈱については、平成16年11

月25日付で同社の新株予約権付社債の新株

予約権を行使したため新たに連結子会社と

した。

連結子会社の数　６社

　主要な連結子会社の名称については、

「第１　企業の概況　４　関係会社の状

況」に記載しているため省略した。

また、釜ヶ峰ろう石㈱については、平成17

年８月10日に清算事務が完了したため、連

結子会社から除外している。

２　持分法の適用に関する事項 　非連結子会社及び関連会社がないため、

持分法を適用した会社はない。

　持分法を非適用とした関連会社１社（海

旭新型材料（蕪湖）有限公司）は、連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微であり、全体と

しても重要性がないため、持分法の適用か

ら除外している。

３　会計処理基準に関する事項

 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定している）

(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

…同左

 

 

時価のないもの

…移動平均法による原価法

②　デリバティブ

　時価法

③　たな卸資産

ａ製品・仕掛品

　総平均法による原価法

ｂ原料・貯蔵品

　主として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（鉱業用地を除く）

　定率法

　ただし、一部の連結子会社の建物

（建物附属設備を除く）及び平成10年

４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定額法を採

用している。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

である。

建物及び構築物　　　３～60年

機械装置及び運搬具　２～12年

時価のないもの

…同左

②　デリバティブ

　時価法

③　たな卸資産

ａ製品・仕掛品

同左

ｂ原料・貯蔵品

同左

(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（鉱業用地を除く）

　定率法

　　　　　　同左

 

 

 

 

　　

 

 

　

 

 

②　鉱業用地及び鉱業権

　生産高比例法

②　鉱業用地及び鉱業権

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

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る。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 

 

②　賞与引当金

　従業員賞与の支払に備え、支払実績

を基準とした支給見込額を計上してい

る。

②　賞与引当金

同左

 

 

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ている。

　なお、数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（９

年）による定額法により按分した額を

それぞれ発生年度の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしている。

③　退職給付引当金

同左

 

 

 

　

 

 

 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準

　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をしている。

(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

いる。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

 

 

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。

　なお、為替予約については、外貨建

取引の振当処理の要件を充たしている

場合には、振当処理を採用している。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。

　なお、為替予約については、外貨建

取引の振当処理の要件を充たしている

場合には、振当処理を採用している。
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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　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：外貨建売上債権及び外

貨建予定取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

a．ヘッジ手段：為替予約

　 ヘッジ対象：外貨建売上債権及び　

外貨建予定取引

b．ヘッジ手段：金利スワップ

　 ヘッジ対象：借入金の利息

 

 

③　ヘッジ方針

　外貨建売上債権及び予定取引に係る

将来の為替変動リスクを回避するため、

実需の範囲内で為替予約を利用するこ

ととしている。

③　ヘッジ方針

・　外貨建売上債権及び予定取引に係る

将来の為替変動リスクを回避するため、

実需の範囲内で為替予約を利用するこ

ととしている。

・　借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っ

ている。

 

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　外貨建売上債権をヘッジ対象とする

為替予約については、振当処理の要件

に該当するため、ヘッジ有効性の判定

を省略している。また、外貨建予定取

引をヘッジ対象とする為替予約につい

ては、過去の取引実績及び予定取引数

量等を総合的に検討している。

④　ヘッジ有効性評価の方法

・　外貨建売上債権をヘッジ対象する為

替予約については、振当処理の要件に

該当するため、ヘッジ有効性の判定を

省略している。また、外貨建予定取引

をヘッジ対象とする為替予約について

は、過去の取引実績及び予定取引数量

等を総合的に検討している。

・　借入金の利息をヘッジ対象とする金

利スワップについては、ヘッジ開始時

から有効性判定時までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の

累計を比較し、両者の変動額を基礎に

して、判断している。

 

 

(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

　税抜方式を採用している。

(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

同左

４　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　部分時価評価法によっている。 同左

５　連結調整勘定の償却に関

する事項

　５年間で均等償却している。 同左

６　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結会計年度中に確定した利益処分又は

損失処理に基づいている。

同左

７　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、要求払預金、取得日から３ケ

月以内に満期日の到来する定期預金、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流動性の高

い短期的な投資からなっている。

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）

──────

 

（固定資産の減損に関する会計基準）

 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

ている。

 　これにより税金等調整前純利益は37,955千円減少してい

る。

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除している。
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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）

注１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産と担保付債務は次のとおりで

ある。

イ　担保に供している資産

注１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産と担保付債務は次のとおりで

ある。

イ　担保に供している資産

現金及び預金  553,468千円

受取手形及び売掛金  1,651,844千円

たな卸資産  644,124千円

建物及び構築物 （※） 919,555千円

機械装置及び運搬具 （※） 809,329千円

土　地 （※） 1,288,402千円

有形固定資産「その他」（※） 63,725千円

鉱業権 （※） 25,577千円

無形固定資産「その他」  1,011千円

投資有価証券  2,871千円

投資その他の資産「その

他」
 17,474千円

計  5,977,386千円

建物及び構築物 （※） 747,747千円

機械装置及び運搬具 （※） 266,333千円

土　地 （※） 1,086,773千円

有形固定資産「その他」（※） 29,212千円

計  2,130,067千円

　(※)印の一部は、鉱業財団、工場財団抵当資産で

ある。

　(※)印の一部は、鉱業財団及び工場財団抵当資産

が含まれている。各資産の合計は676,166千円であ

り、該当債務は短期借入金775,000千円である。

ロ　上記に対する担保付債務 ロ　上記に対する担保付債務

短期借入金 1,155,000千円

一年以内返済予定の長期借入金 256,000千円

長期借入金 1,615,000千円

短期借入金 775,000千円

長期借入金 1,350,000千円

注２　連結財務諸表提出会社の発行済株式総数は、次のと

おりである。

注２　連結財務諸表提出会社の発行済株式総数は、次のと

おりである。

普通株式 42,000,000株 普通株式 42,000,000株

注３　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、次のとおりである。

注３　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、次のとおりである。

普通株式 955,322株 普通株式 963,711株

注４　連結子会社である富士機工電子㈱の長期借入金

1,850,000千円（平成17年３月31日現在）には、下記

の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した

場合、当該借入金を一括返済することとなっている。

注４　　　　　　　  ──────

レバレッジレシオ 5.0以下

デット・サービス・カバレッジレシオ 1.0以上

インタレスト・カバレッジレシオ 4.0以上

流動比率 100％以上

　また、その他の誓約条項の主なものとして、他行借

入、設備投資、配当、役員賞与の支払い等に一定の制

限が設けられている。
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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）

注１　販売費及び一般管理費の主なもの 注１　販売費及び一般管理費の主なもの

支払運搬費 541,191千円

役員報酬 99,067千円

給与手当 331,071千円

賞与引当金繰入額 24,352千円

退職給付費用 12,314千円

支払運搬費 587,706千円

役員報酬 132,625千円

給与手当 374,737千円

賞与引当金繰入額 48,535千円

退職給付費用 18,885千円

注２　一般管理費に含まれる研究開発費は145,619千円で

ある。

注２　一般管理費に含まれる研究開発費は317,147千円で

ある。

注３　固定資産除却損の内容

有形固定資産

建物及び構築物 3,384千円

機械装置及び運搬具 15,644千円

その他 3,969千円

注３　固定資産除却損の内容

建物及び構築物 5,204千円

機械装置及び運搬具 1,898千円

その他 1,530千円

合計 8,633千円

無形固定資産  

鉱業権 990千円

その他 3,223千円

合計 27,211千円

注４　災害損失

　当連結会計年度に発生した台風による資産廃却及び

修理による損失である。

注４　　　　　　　  ──────

　

注５　　　　　　　  ──────

 

注５　減損損失

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上した。

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

場所 用途 種類 減損損失

 　岩手県 　　遊休 　 鉱業権 5,830

 　愛媛県 　　遊休 　 鉱業権 2,286

　 島根県 　　遊休 　 鉱業権 229

 　山形県 　　遊休 　 鉱業権 1,280

 　新潟県 　　遊休 　　土地 28,329

 

  当社グループは、管理会計上の区分をベースにグ

ルーピングを行っている。ただし、将来の使用が見込

まれていない遊休資産については、個別の資産グルー

プとして取り扱っている。当連結会計年度において、

遊休状態にあると認められ今後の利用見込みがない資

産について、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当

該減少額を減損損失（37,955千円）として特別損失に

計上している。なお、当該資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、土地について

は固定資産税評価額に基づいて算定している。
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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掲

記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掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,864,537千円

現金及び現金同等物 2,864,537千円

現金及び預金勘定 2,567,729千円

現金及び現金同等物 2,567,729千円

２　新株予約権付社債の新株予約権の行使により、新たに

連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

富士機工電子株式会社（平成16年10月１日現在）

２　　　　　　　　―――――――

 

流動資産 2,832,553千円

固定資産 2,189,224千円

流動負債 △1,646,954千円

固定負債 △2,332,669千円

連結調整勘定 △397,513千円

少数株主持分 △344,640千円

前連結会計年度以前に取得した

持分相当額
△300,000千円

同社株式の取得価額 ―千円

同社株式の現金及び現金同等物 182,839千円

新規連結に伴う現金及び現金同

等物の増加額
182,839千円
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（リース取引）

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）

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）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

  

機械装置及び

運搬具

（千円）

 

有形固定資産

「その他」

（千円）

 

無形固定資産

「その他」

（千円）

 

合計 

 

（千円）

取得価額相当額 808,607 69,616 13,421 891,644

減価償却累計額

相当額
 535,174 57,360 8,357 600,892

期末残高相当額 273,432 12,255 5,063 290,752

  

機械装置及び

運搬具

（千円）

 

有形固定資産

「その他」

（千円）

 

無形固定資産

「その他」

（千円）

 

合計

  

（千円）

取得価額相当額 456,352 27,692 55,577 539,622

減価償却累計額

相当額
 277,454 22,068 11,261 310,784

期末残高相当額 178,898 5,624 44,315 228,837

２　未経過リース料期末残高相当額 ２　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 136,835千円

１年超 170,600千円

合計 307,435千円

１年以内 83,455千円

１年超 153,538千円

合計 236,993千円

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 138,153千円

減価償却費相当額 122,545千円

支払利息相当額 9,005千円

支払リース料 154,667千円

減価償却費相当額 136,851千円

支払利息相当額 9,477千円

４　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。

４　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

…同左

利息相当額の算定方法

…リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっている。

利息相当額の算定方法

…同左

　　　　　　　　　  ──────

 

　（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はない。 
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（有価証券）

前連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成17年３月31日）

区分 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 19,381 31,280 11,899

②　債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 19,381 31,280 11,899

（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 1,966 1,387 △578

②　債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 1,966 1,387 △578

合計 21,347 32,668 11,321

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年３月31日）

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 100,000

計 100,000
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当連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日）

区分 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 22,130 52,557 30,426

②　債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 22,130 52,557 30,426

（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 1,977 1,661 △315

②　債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③　その他 ― ―  

小計 1,977 1,661 △315

合計 24,107 54,218 30,110

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年３月31日）

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 119,906

計 119,906
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（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ある。

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替

予約取引等、金利関連では金利スワップである。

(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

ある。

(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

方針である。

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、外貨建売上債権及び予定取引の

為替変動リスクを回避する目的で利用している。

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建売上債権債

務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図

る目的で、また金利関連では借入金利等の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で

利用している。

(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

ている。

　なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い金

融機関等に限定しており、契約不履行によるリスクは殆

ど無いものと判断している。

(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

利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有して

いる。

　なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い金

融機関等に限定しており、契約不履行によるリスクは殆

ど無いものと判断している。

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行及び管理については、原則と

して連結会社各社の定めた社内ルールに従い、当社管理

本部の監督に基づいて行っている。

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行及び管理については、原則と

して連結会社各社の定めた社内ルールに従い、当社管理

本部の監督に基づいて行っている。

２　取引の時価等に関する事項

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）

　当社グループのすべてのデリバティブ取引にはヘッジ会

計が適用されているため該当事項はない。
　　　　　　　　　　同左
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（退職給付）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、主に退職金規程に基づく退職一時金制度を採用している。

　なお、一部の連結子会社は、適格退職年金制度を設定している。

２　退職給付債務に関する事項

 
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） △900,543 △931,883

(2）年金資産（千円） 246,251 289,841

(3）未積立退職給付債務（(1)＋(2)）

（千円）
△654,291 △642,041

(4）未認識数理計算上の差異（千円） △43,876 △55,853

(5）連結貸借対照表計上額純額（(3)＋(4)）

（千円）
△698,168 △697,894

(6）前払年金費用（千円） 9,381 13,589

(7）退職給付引当金（(5)－(6)）（千円） △707,550 △711,483

 　当社及び一部の連結子会社は

退職給付債務の算定にあたり簡

便法を採用している。

　　　　　　同左

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）

(1）勤務費用（千円） 50,456 73,247

(2）利息費用（千円） 6,431 12,962

(3）期待運用収益（千円） △2,504 △5,269

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） △1,215 △3,176

(5）退職給付費用合計（(1)＋(2)＋(3)＋(4)）

（千円）
53,167 77,763

 　簡便法を採用している当社及

び一部の連結子会社の退職給付

費用は「(1）勤務費用」に計上

している。

　　　　　　同左

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2）割引率 2.0％

(3）期待運用収益率 2.3％

(4）数理計算上の差異の処理年数 ９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 2.0％

(3）期待運用収益率 2.3％

(4）数理計算上の差異の処理年数 ９年
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（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

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過

額
12,863千円

賞与引当金否認 91,596千円

退職給付引当金否認 274,905千円

未払事業税否認 26,861千円

たな卸資産評価損否認 48,568千円

未払費用否認 51,204千円

繰越欠損金 516,236千円

その他 17,331千円

繰延税金資産小計 1,039,568千円

評価性引当額 △603,817千円

繰延税金資産合計 435,750千円

繰延税金負債  

子会社資産評価差額 △37,638千円

その他 △5,179千円

繰延税金負債合計 △42,818千円

繰延税金資産の純額 392,931千円

繰延税金資産  

貸倒引当金 2,942千円

賞与引当金 94,917千円

退職給付引当金 277,444千円

未払事業税 13,136千円

たな卸資産評価損 81,148千円

未払費用 90,561千円

繰越欠損金 101,237千円

その他 23,925千円

繰延税金資産小計 685,314千円

評価性引当額 △279,946千円

繰延税金資産合計 405,368千円

繰延税金負債  

子会社資産評価差額 △37,638千円

その他 △11,946千円

繰延税金負債合計 △49,585千円

繰延税金資産の純額 355,783千円

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

流動資産―繰延税金資産 327,873千円

固定資産―繰延税金資産 85,578千円

固定負債―繰延税金負債 △20,519千円

流動資産―繰延税金資産 305,031千円

固定資産―繰延税金資産 78,268千円

固定負債―繰延税金負債 △27,516千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 39.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目
0.4％

住民税均等割 1.0％

評価性引当額の減額 △40.1％

その他 △1.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.7％

法定実効税率 39.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目
0.4％

住民税均等割 0.8％

評価性引当額の減額 △18.1％

連結調整勘定償却 △2.0％

その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.9％
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（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）

 
工業材料事
業（千円）

プリント配
線基板事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 5,902,307 5,214,153 278,803 11,395,264 ― 11,395,264

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
13,736 ― ― 13,736 (13,736) ―

計 5,916,044 5,214,153 278,803 11,409,001 (13,736) 11,395,264

営業費用 5,395,943 4,804,156 259,182 10,459,282 (11,043) 10,448,239

営業利益 520,100 409,996 19,620 949,718 (2,692) 947,025

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 8,075,799 5,713,396 191,487 13,980,684 100,000 14,080,684

減価償却費 187,074 151,595 4,625 343,295 ― 343,295

資本的支出 180,720 37,210 1,995 219,927 ― 219,927

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっている。

２　各区分の主な製品

事業区分 主要製品

工業材料事業 硝子長繊維用原料、耐火物、混和材、農薬原料

プリント配線基板事業 プリント配線基板

その他の事業 種子加工、園芸資材配送、排水処理装置の開発・設計等

３　営業費用は全て各セグメントに配賦している。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産（100,000千円）は、提出会社の投資資金に係る資産である。
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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）

 
工業材料事
業（千円）

プリント配
線基板事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 6,306,170 9,496,891 183,345 15,986,407 ― 15,986,407

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
11,654 ― ― 11,654 (11,654) ―

計 6,317,824 9,496,891 183,345 15,998,061 (11,654) 15,986,407

営業費用 5,813,095 8,659,396 163,137 14,635,629 (9,249) 14,626,379

営業利益 504,728 837,495 20,207 1,362,431 (2,404) 1,360,027

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 8,077,793 5,772,099 157,497 14,007,391 59,051 14,066,442

減価償却費 179,088 239,006 4,163 422,258 ― 422,258

減損損失 37,955 ― ― 37,955 ― 37,955

資本的支出 396,130 247,936 123 644,190 ― 644,190

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっている。

２　各区分の主な製品

事業区分 主要製品

工業材料事業 硝子長繊維用原料、耐火物、混和材、農薬原料

プリント配線基板事業 プリント配線基板

その他の事業 種子加工、園芸資材配送、排水処理装置の開発・設計等

３　営業費用は全て各セグメントに配賦している。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産（100,000千円）は、提出会社の投資資金に係る資産である。

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）

　当社及び連結子会社は、国内で全ての事業を営んでいるため、所在地別セグメント情報の記載は行っていない。

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）

　当社及び連結子会社の海外売上高は、連結売上高の10％に満たないため、海外売上高に係る記載は行ってい

ない。

－ 31 －



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）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

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

兼任等
事業上
の関係

親会社
㈱キョウ

デン

長野県上

伊那郡箕

輪町

4,191

プリント

配線基板

の設計・

製造・販

売

（被所有）

直接

51.3

間接

―

兼任

２名

同社へ

当社製

品を販

売

製品の販売 928,670 売掛金 469,020

１　上記の他、プリント配線基板事業に関し、業務委託契約を締結している。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）製品の販売については、市場価格を勘案して、一般取引条件と同様に決定している。

(2）取引金額には、消費税等が含まれていないが、期末残高には、消費税等が含まれている。

(2）役員及び個人主要株主等

役員

橋本　浩

　当社の親会社である㈱キョウデンの代表取締役であり、取引については(1）親会社及び法人主要株主等に記

載している。

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）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

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

兼任等
事業上
の関係

親会社
㈱キョウ

デン

長野県上

伊那郡箕

輪町

4,332

プリント

配線基板

の設計・

製造・販

売

（被所有）

直接

49.8

間接

―

兼任

５名

同社へ

当社製

品を販

売

製品の販売 873,421 売掛金 440,050

１　上記の他、プリント配線基板事業に関し、業務委託契約を締結している。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）製品の販売については、市場価格を勘案して、一般取引条件と同様に決定している。

(2）取引金額には、消費税等が含まれていないが、期末残高には、消費税等が含まれている。
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（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 110円62銭

１株当たり当期純利益 17円94銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
17円92銭

１株当たり純資産額 125円41銭

１株当たり当期純利益 19円58銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
19円50銭

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
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株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 739,209 803,615

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 739,209 803,615

普通株式の期中平均株式数（株） 41,204,297 41,040,841

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） 54,513 180,198

（うち新株予約権（株）） 54,513 180,198

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

―――――― ――――――
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当社グループの生産品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構造、形式等は必ずし

も一様ではないため、事業の種類別セグメントごとに生産規模を金額あるいは数量で示すことはしていない。

(2）受注状況

　当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

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）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

プリント配線基板事業 6,273,905 1,075,245 9,406,712 985,066

合計 6,273,905 1,075,245 9,406,712 985,066

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

(3）販売実績

　当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

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）

金額（千円） 金額（千円）

工業材料事業 5,902,307 6,306,170

プリント配線基板事業 5,214,153 9,496,891

その他の事業 278,803 183,345

合計 11,395,264 15,986,407

　（注）１　セグメント間の取引については相殺消去している。

２　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、次のとおりである。

相手先

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）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

三井物産㈱ 2,670,344 23.4 2,714,613 16.9

㈱キョウデン 928,670 8.1 1,078,399 6.7

３　上記の金額には、消費税等は含まれていない。
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