
１．18年6月中間期の連結業績（平成18年1月1日～平成18年6月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）27円62銭 

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

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

なお、上記予想に関する事項は添付資料の4ページを参照して下さい。 

(財)財務会計基準機構会員

平成１８年１２月期 中間決算短信（連結） 平成18年8月22日

上場会社名 理研コランダム株式会社 上場取引所 東証市場（第２部） 

コード番号 5395 本社所在都道府県 埼玉県  

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

代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 坂爪康一 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長  氏名 西村恭幸 ＴＥＬ  （０４８）５９６－４４１１ 

決算取締役会開催日 平成18年8月22日 

米国会計基準採用の有無 無 

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

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年6月中間期 2,848 3.2 83 △50.7 134 △37.2 

17年6月中間期 2,759 10.7 169 9.0 214 22.3 

17年12月期 5,699  333  417  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年6月中間期 102 △28.1 10 78 10 74 

17年6月中間期 141 36.2 14 98 － － 

17年12月期 250  24 52 24 51 

（注）①持分法投資損益 18年6月中間期 48百万円 17年6月中間期 41百万円 17年12月期 79百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年6月中間期  9,415,286株 17年6月中間期 9,419,689株 17年12月期 9,419,198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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態   

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年6月中間期 6,331 3,494 55.0 371 15 

17年6月中間期 6,052 3,166 52.3 336 09 

17年12月期 6,459 3,466 53.7 366 02 

（注）期末発行済株式数（連結） 18年6月中間期  9,412,974株 17年6月中間期 9,419,033株 17年12月期 9,417,449株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年6月中間期 140 △145 △59 309 

17年6月中間期 143 △85 262 712 

17年12月期 47 △410 340 374 

(4）連結範囲および持分法の適用に関する事項 

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

(5）連結範囲および持分法の適用の異動状況 

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

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

 売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

通 期 6,000  370  260  
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１．企業集団の状況 
 当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社、連結子会社「理研精密器材（蘇州）有限公司」、「理研精密

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

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

 当社グループの事業に係わる位置づけは、次のとおりとなります。 

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

っております。  

                                          なお、持分法非適用関連会社「濰坊理研研磨材有限公司」は平成17年

７月に設立し、試作機による試験稼動を開始しましたが、本格生産体制

に向け生産ラインの見直しが必要になったため、操業開始は平成19年１

月となる見込であります。   

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

株式会社」が行っております。 

 また、非連結子会社「有限会社サンコー」は、原材料等の仕入および

製造設備の賃貸を行っております。 

不動産の賃貸……………………………………当社が行っております。 
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２．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針 

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

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

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

応できる経営の実現に向かって努めてまいります。 

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

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

ります。 

(2）会社の利益配当に関する基本方針 

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

配当を行う方針であります。  

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

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

す。 

(3）中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題 

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

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

値の向上を目指します。 

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

 会社の対処すべき課題としては 

① 新製品の開発および新市場の開拓 

② 販売の拡大および顧客サービスの増強 

③ 生産性の改善および収益の改善 

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

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

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

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

プライアンス体制を推進しております。 

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

を目的に、平成17年1月コンプライアンス委員会を設置（平成18年6月コンプライアンス・リスク管理委員会に変更）

しました。 

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

に、経営の監査機能向上に努めております。 

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

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

こととしております。 
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３．経営成績および財政状態 
(1）経営成績 

① 当中間期の概況 

  当中間連結会計期間における内外の経済情勢を顧みますと、米国経済は、住宅の資産効果が縮小しているもの

の、在庫投資、IT関連投資はひきつづき増加基調にて推移しました。また、アジア経済は、ハイテク主導による在

庫調整の一巡で回復基調にあり、中国においても輸出拡大に加え海外からの直接投資の積極化など総じて好調に推

移いたしました。一方、わが国経済は、原油価格などコスト増はあるものの、好調な企業収益に支えられ製造業を

中心とした民間設備投資の拡大に加え、雇用並びに個人消費の持ち直しなど底堅い回復基調の中で推移いたしまし

た。 

 しかしながら、当社をめぐる経営環境は、研磨布紙の国内需要回復の遅れ、円安による輸入原材料の価格高騰な

ど、厳しい状況下で推移いたしました。 

 このようななかで、顧客ニーズにあった商品の開発販売に取組むとともに原材料の値上げに対処するため、業務

改革を推進し、生産効率の向上、コスト削減に邁進してまいりました。また、本年度は「お客さまの立場にたっ

て：スピードアップ」をスローガンとして、全社運動に取組み会社の変革に努めてまいりました。 

 この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は2,847,905千円（前年同期比3.2％増）、営業利益は83,208千

円（前年同期比50.7％減）、経常利益は134,419千円（前年同期比37.2％減）、中間純利益は101,508千円（前年同

期比28.1％減）となりました。  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（研磨布紙等製造販売事業） 

  海外市場におきましては、中国を中心としたアジア諸国への輸出は概ね堅調に推移しましたが、企業間競争が激

化するなど厳しい状況が続くなか、国内市場は、木材素材産業、鉄鋼業、自動車関連等全般的に横這いにて推移し

ました。このような環境のなか研磨布紙等製造販売事業においては、新製品の販売推進、新市場開拓を積極的に進

めてまいりました結果、売上高は2,215,046千円（前年同期比5.2％増）と伸展は見られたものの営業利益は、原材

料の値上がり、為替相場の高騰、営業費用の増加などにより61,937千円（前年同期比47.9％減）となりました。 

 （ＯＡ器材部材等製造販売事業）  

 ＯＡ器材部材等製造販売事業においては、販売の拡大、コスト競争力増強を目指しラインの見直しによる生産性

の向上などの諸施策の推進に努めてまいりましたが、量産化に伴う一時的な設備の拡充費用、研究開発費用の増加

などから、売上高は470,429千円（前年同期比3.1％減）となり、営業利益は55,670千円（前年同期比39.6％減）と

なりました。 

（不動産賃貸事業） 

 株式会社ダイエーに賃貸しております理研神谷ビルの、賃貸収入は162,430千円（前年同期比2.6％減）となり、

営業利益は118,961千円（前年同期比1.7％減）となりました。 

② 通期の見通し 

 当下半期につきましては、金利の上昇、原油高や原材料の高騰による企業収益の圧迫、人民元の切上げによる為

替レートの変動による輸入材料高、グローバルな価格競争激化など、また、今後の世界情勢の先行きについても依

然不透明感があり、内外とも引続き厳しい条件のもとで推移するものと考えております。 

 当社グループとしては、このような環境認識のもと、引続き全社一丸となって一層の販売の拡大、生産コストの

削減を目指すとともに、新製品の開発および新市場の開拓に全力を挙げて取り組んでまいります。 

 連結業績の通期見通しとしては、売上高6,000,000千円(対前期比5.3%増)、経常利益370,000千円(対前期比11.4%

減)、当期純利益260,000千円(対前期比3.9%増)の業績を予想しております。 

 また個別業績の通期見通しとしては、売上高5,600,000千円(対前期比7.1%増)、経常利益290,000千円(対前期比

10.3%減)、当期純利益180,000千円(対前期比3.3%増）の業績を予想しております。 
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(2）財政状態 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期間に比べて

402,727千円(56.6%)減少し、当中間連結会計期間末残高は、309,231千円となりました。 

 また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、前中間連結会計期間に比べて2,938千円(2.0%)減少し、140,489千円となりまし

た。 

 資金増加の要因としては、税金等調整前中間純利益の稼得136,815千円、売上債権の減少が214,885千円、非資金取

引である減価償却費64,633千円が主なものであります。 

 一方、資金減少の要因としては、たな卸資産の増加60,275千円、仕入債務の減少48,011千円、法人税等の支払額

88,435千円、持分法による投資利益の調整47,854千円が主なものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べて59,876千円(70.4%)増加し、144,928千円となりまし

た。 

 これは、有形固定資産の取得による支出96,905千円と貸付による支出60,000千円が主なものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は、59,271千円となりました。（前中間連結会計期間は262,002千円の調達でした） 

 これは、長期借入による収入150,000千円があった一方、長期借入金の返済による支出142,670千円および配当金の

支払41,691千円があったことが主なものであります。 

 キャッシュ・フロー指標は以下のとおりであります。 

 （注） 自己資本比率（％）：自己資本(純資産の部合計－新株予約権－少数株主持分)／総資産 

時価ベースの自己資本比率（％）：株式時価総額／総資産 

中間期間末における債務償還年数（年）：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ※ 各指標はいずれも連結べースの財務数値により算出しております。 

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

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

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

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

す。 

  
平成18年 
６月中間期 

自己資本比率（％） 55.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 71.4 

中間期間末における債務償還年数（年） 3.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 10.0 
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４．中間連結財務諸表等 
(1) 中間連結貸借対照表 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１ 現金及び預金     801,958     399,231     464,091   

２ 受取手形及び売掛金 ※２   1,162,792     1,138,369     1,353,520   

３ たな卸資産     1,232,237     1,348,279     1,288,350   

４ その他     90,314     149,787     94,787   

貸倒引当金     △7,556     △3,706     △7,404   

流動資産合計     3,279,745 54.2   3,031,960 47.9   3,193,344 49.4 

Ⅱ 固定資産                     

１ 有形固定資産                     

(1）建物及び構築物 ※１ 3,183,974     3,232,335     3,230,475     

  減価償却累計額   2,011,325 1,172,649   2,063,687 1,168,648   2,046,162 1,184,313   

(2）土地 ※１   314,504     314,504     314,504   

(3）その他   1,702,803     1,668,078     1,615,062     

  減価償却累計額   1,388,234 314,569   1,342,874 325,204   1,324,860 290,202   

 有形固定資産合計     1,801,722 29.8   1,808,356 28.6   1,789,019 27.7 

２ 無形固定資産     28,081 0.4   34,761 0.5   28,406 0.5 

３ 投資その他の資産                     

(1）投資有価証券     713,696     1,134,413     1,162,161   

(2）その他     230,988     323,586     288,624   

貸倒引当金     △2,400     △1,900     △2,100   

 投資その他の資産合
計 

    942,284 15.6   1,456,099 23.0   1,448,685 22.4 

固定資産合計     2,772,087 45.8   3,299,216 52.1   3,266,110 50.6 

資産合計     6,051,832 100.0   6,331,176 100.0   6,459,454 100.0 
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前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１ 支払手形及び買掛金 ※２   898,408     867,685     921,363   

２ 設備支払手形      162,286     －     －   

３ 短期借入金     180,000     190,000     212,000   

４ 一年内返済予定長期
借入金 

    296,140     403,640     306,040   

５ 賞与引当金     62,000     62,500     61,000   

６ その他     251,560     201,729     260,851   

流動負債合計     1,850,394 30.6   1,725,554 27.2   1,761,254 27.2 

Ⅱ 固定負債                     

１ 長期借入金 ※１   525,360     495,520     585,790   

２ 繰延税金負債     72,055     197,862     210,326   

３ 修繕引当金     67,798     73,065     69,272   

４ 退職給付引当金     226,658     212,248     212,606   

５ 役員退職慰労引当金     81,787     83,337     90,962   

６ 長期預り金     50,000     50,000     50,000   

固定負債合計     1,023,658 16.9   1,112,032 17.6   1,218,956 18.9 

負債合計     2,874,052 47.5   2,837,586 44.8   2,980,210 46.1 

                      

（少数株主持分）                     

少数株主持分     12,162 0.2   － －   12,862 0.2 

                      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     500,000 8.2   － －   500,000 7.7 

Ⅱ 資本剰余金     89,675 1.5   － －   89,675 1.4 

Ⅲ 利益剰余金     2,461,567 40.7   － －   2,547,223 39.4 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

    222,498 3.7   － －   416,213 6.5 

Ⅴ 為替換算調整勘定     500 0.0   － －   22,531 0.4 

Ⅵ 自己株式     △108,622 △1.8   － －   △109,260 △1.7 

資本合計     3,165,618 52.3   － －   3,466,382 53.7 

負債、少数株主持分及
び資本合計 

    6,051,832 100.0   － －   6,459,454 100.0 
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  前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本                  

１ 資本金    － －  500,000 7.9  － － 

２ 資本剰余金    － －  89,675 1.4  － － 

３ 利益剰余金    － －  2,586,952 40.9  － － 

４ 自己株式    － －  △112,170 △1.8  － － 

株主資本合計    － －  3,064,457 48.4  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１ その他有価証券評価
差額金 

   － －  399,676 6.3  － － 

２ 為替換算調整勘定    － －  17,562 0.3  － － 

評価・換算差額等合計    － －  417,238 6.6  － － 

Ⅲ 少数株主持分    － －  11,895 0.2  － － 

純資産合計    － －  3,493,590 55.2  － － 

負債純資産合計    － －  6,331,176 100.0  － － 
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(2) 中間連結損益計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     2,758,691 100.0   2,847,905 100.0   5,699,326 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,970,653 71.4   2,177,704 76.5   4,154,739 72.9 

売上総利益     788,038 28.6   670,201 23.5   1,544,587 27.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費                     

 １ 運賃荷造費   
  

91,704     89,399     181,699     

 ２ 役員報酬   
  

57,280     53,810     113,440     

 ３ 給料及び手当   
  

186,393     168,082     374,249     

 ４ 賞与引当金繰入額   
  

24,570     22,140     21,480     

 ５ 福利厚生費   
  

56,363     54,254     114,796     

 ６ 退職給付引当金繰 
入額 

  
  

10,560     10,510     17,659     

 ７ 役員退職慰労引当
金繰入額 

  
  

9,925     10,175     18,349     

 ８ 旅費交通費   
  

39,151     34,162     77,346     

 ９ 減価償却費   
  

5,788     4,155     9,057     

 10 賃借料   
  

39,734     42,582     81,790     

 11 貸倒引当金繰入額   
  

7     －     －     

 12 その他   
  

97,900 619,375 22.5 97,724 586,993 20.6 201,357 1,211,222 21.3 

営業利益     168,663 6.1   83,208 2.9   333,365 5.8 

Ⅳ 営業外収益                     

１ 受取利息   708     2,102     1,743     

２ 受取配当金   6,156     10,143     8,560     

３ 受取商標使用料   5,354     5,963     8,617     

４ 持分法による投資
利益  

  41,277     47,854     78,937     

 ５ 為替差益   881     －     5,576     

６ その他   791 55,167 2.0 3,375 69,437 2.4 5,898 109,331 1.9 

Ⅴ 営業外費用                     

１ 支払利息   9,271     13,518     21,096     

２ 売上割引   －     3,720     3,611     

３ 為替差損   －     984     －     

４ その他   681 9,952 0.4 4 18,226 0.6 496 25,203 0.4 

経常利益     213,878 7.7   134,419 4.7   417,493 7.3 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益                     

 １ 貸倒引当金戻入益   1,300     3,730     1,744     

 ２ 投資有価証券売却
益 

  355     －     355     

 ３ 破産更生債権取立
益 

  － 1,655 0.1 301 4,031 0.1 － 2,099 0.0 

Ⅶ 特別損失                     

１ 固定資産除却損 ※１ 738 738 0.0 1,635 1,635   11,298 11,298 0.2 

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    214,795 7.8   136,815 4.8   408,294 7.1 

法人税、住民税及
び事業税 

  73,112     30,100     153,233     

法人税等調整額   △1,163 71,949 2.6 5,575 35,675 1.2 2,312 155,545 2.7 

少数株主利益     1,714 0.1   △368     2,414 0.0 

中間（当期）純利
益 

    141,132 5.1   101,508 3.6   250,335 4.4 
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(3) 中間連結剰余金計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     89,675   89,675 

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    89,675   89,675 

            

（利益剰余金の部）           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     2,359,708   2,359,708 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

１ 中間（当期）純利益   141,132 141,132 250,335 250,335 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

１ 配当金   23,554   47,100   

２ 役員賞与   15,719 39,273 15,720 62,820 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    2,461,567   2,547,223 
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(4) 中間連結株主資本等変動計算書 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年12月31日 残高 

（千円） 
500,000 89,675 2,547,223 △109,260 3,027,638 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（千円）     △42,379   △42,379 

利益処分による役員賞与（千円）     △19,400   △19,400 

中間純利益（千円）     101,508   101,508 

自己株式の取得（千円）       △2,910 △2,910 

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 

（千円） 

        － 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － 39,729 △2,910 36,819 

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
500,000 89,675 2,586,952 △112,170 3,064,457 

 

評価・換算差額等 

  少数株主持分    純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

為替換算調整勘定 
評価・換算差額等
合計 

平成17年12月31日 残高 

（千円） 
416,213 22,531 438,744 12,862 3,479,244 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（千円）     －   △42,379 

利益処分による役員賞与（千円）     －   △19,400 

中間純利益（千円）     －   101,508 

自己株式の取得（千円）     －   △2,910 

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 

（千円） 

△16,537 △4,969 △21,506 △967 △22,473 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△16,537 △4,969 △21,506 △967 14,346 

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
399,676 17,562 417,238 11,895 3,493,590 
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

        

１ 税金等調整前中間（当
期）純利益   214,795 136,815 408,294 

２ 減価償却費   61,764 64,633 125,609 

３ 退職給付引当金の減少額   △4,726 △359 △18,778 

４ 役員退職慰労引当金の増
減額（△は減少額） 

  9,175 △7,625 18,350 

５ 賞与引当金の増加額   2,000 1,500 1,000 

６ 貸倒引当金の減少額   △1,293 △3,898 △1,744 

７ 修繕引当金の増加額   2,326 3,793 3,800 

８ 受取利息及び受取配当金   △6,864 △12,245 △10,303 

９ 受取商標使用料   △5,354 △5,963 △8,617 

10 支払利息   9,271 13,518 21,096 

11 持分法による投資利益   △41,277 △47,854 △78,937 

12 為替差益   △734 △49 △1,347 

13  投資有価証券売却益   △355 － △355 

14 固定資産除却損   738 1,635 11,298 

15 売上債権の増減額（△は
増加額） 

  68,889 214,885 △121,423 

16 たな卸資産の増加額   △120,389 △60,275 △174,683 

17 仕入債務の増減額（△は
減少額） 

  67,573 △48,011 57,702 

18 破産更生債権の減少額   － 204 228 

19 役員賞与の支払額   △15,900 △20,000 △15,900 

20 その他   △19,536 △2,360 △34,872 

小計   220,103 228,344 180,418 

21 利息及び配当金の受取額   7,893 11,158 17,717 

22 利息の支払額   △9,949 △14,065 △20,833 

23 受取商標使用料   － 3,487 8,590 

24 法人税等の支払額   △74,620 △88,435 △138,670 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  143,427 140,489 47,222 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

        

 １ 投資有価証券の取得によ
る支出 

  － － △123,440 

 ２ 投資有価証券の売却によ
る収入 

  2,002 － 2,002 

 ３ 関係会社出資による支出   － － △12,596 

４ 有形固定資産の取得によ
る支出 

  △96,874 △96,905 △294,838 

５ 有形固定資産の売却によ
る収入  

  － － 8,611 

６ 無形固定資産の取得によ
る支出  

  － － △340 

７ 貸付による支出   △1,000 △60,000 △1,000 

８ 貸付金の回収による収入   10,820 11,977 12,050 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △85,052 △144,928 △409,551 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

        

１ 短期借入金の純増加額   4,000 △22,000 36,000 

２ 長期借入による収入   400,000 150,000 635,000 

３ 長期借入金の返済による
支出 

  △117,750 △142,670 △282,420 

４ 自己株式の取得による支
出 

  △1,085 △2,910 △1,723 

５ 配当金の支払額   △23,163 △41,691 △46,949 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  262,002 △59,271 339,908 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

  3,225 △1,150 8,156 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額（△は減少額） 

  323,602 △64,860 △14,265 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

  388,356 374,091 388,356 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

  711,958 309,231 374,091 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 ２社 

理研精密器材（蘇州）有限公司 

理研精密株式会社 

(1)連結子会社の数 ２社 

理研精密器材（蘇州）有限公司 

理研精密株式会社 

(1)連結子会社の数 ２社 

理研精密器材(蘇州)有限公司 

理研精密株式会社 

  (2)主要な非連結子会社の名称等 

有限会社サンコー 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、中間純損益お

よび利益剰余金等は、いずれも

中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためでありま

す。 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

有限会社サンコー 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

有限会社サンコー 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益お

よび利益剰余金等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1)持分法を適用した関連会社数  

１社 

 淄博理研泰山涂附磨具有限公司 

(1)持分法を適用した関連会社数  

１社 

 淄博理研泰山涂附磨具有限公司 

(1)持分法を適用した関連会社数 

１社 

淄博理研泰山涂附磨具有限公司 

 (2)持分法を適用しない非連結子会

社の名称等 

有限会社サンコー  

（持分法を適用しない理由） 

中間純損益および利益剰余金等

からみて持分法の対象から除い

ても中間連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であるため、持分法

の適用範囲から除外しておりま

す。 

(2)持分法を適用しない非連結子会

社の名称等 

有限会社サンコー  

濰坊理研研磨材有限公司 

（持分法を適用しない理由） 

中間純損益および利益剰余金等

からみて持分法の対象から除い

ても中間連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外しており

ます。 

(2)持分法を適用しない非連結子

会社および関連会社の名称等 

有限会社サンコー 

濰坊理研研磨材有限公司 

（持分法を適用しない理由） 

当期純損益および利益剰余金等

からみて持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分法の

適用範囲から除外しておりま

す。 

    
３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

すべての連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致してお

ります。 

同左 すべての連結子会社の決算日は、

連結決算日と一致しております。 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

４．会計処理基準に関する事

項 

      

(1)重要な資産の評価基準お

よび評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

① 有価証券 

その他有価証券 

① 有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しておりま

す。 

時価のあるもの 

同左 

  

  

  

  

  

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

  

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ② デリバティブ 

 原則として時価法を採用し

ております。 

② デリバティブ 

同左 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

 当社および国内連結子会社

は移動平均法による原価法

を、また、在外連結子会社は

総平均法による原価法を採用

しております。 

③ たな卸資産 

同左 

③ たな卸資産 

同左 

(2)重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

有形固定資産 

 当社および国内連結子会社

は定率法を、在外連結子会社

は当該国の会計基準の規定に

基づく定額法を採用しており

ます。 

   但し、当社が平成10年4月1日

以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定額 

法によっております。 

 なお、主な耐用年数は、以

下のとおりです。 

建物     31～47年 

機械及び装置   10年 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

(3)重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 売掛金等の債権の貸倒れ損

失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率等によ

り、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 当社は従業員に対する賞与

に備えて計上しているもの

で、賞与支給見込額の当中間

連結会計期間負担額を計上し

ております。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 当社は従業員に対する賞与

の支給に備えて計上している

もので、賞与支給見込額の当

連結会計年度負担額を計上し

ております。 

  ③ 修繕引当金 

 当社の固定資産（賃貸設

備）について行う修繕に要す

る費用に充てるため計上して

いるもので、その計上は不動

産賃貸契約による所定の率に

よっております。 

③ 修繕引当金 

同左 

③ 修繕引当金 

同左 

  ④ 退職給付引当金 

 当社は従業員の退職給付に

備えるため、当中間連結会計

期間末における退職給付債務

および年金資産に基づき計上

しております。 

④ 退職給付引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

 当社は従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務およ

び年金資産に基づき計上して

おります。 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退職慰労金

の支給に備えるため、内規に

基づく当中間連結会計期間末

要支給額を計上しておりま

す。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社は役員の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基

づく当連結会計年度末要支給

額を計上しております。 

(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、中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は、損益と

して処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産およ

び負債、収益および費用は、中間

連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は資本の

部における為替換算調整勘定に含

めて計上しております。 

 外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は、損益と

して処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産およ

び負債、収益および費用は、中間

連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定に

含めて計上しております。 

 外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は、損益として

処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産およ

び負債、収益および費用は、連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は資本の部に

おける為替換算調整勘定に含めて

おります。 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

(5)重要なリース取引の処理

方法 

 当社および国内連結子会社は、

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

(6)重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしてお

りますので、特例処理を採用

しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

 金利スワップ 

（ヘッジ対象） 

 借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

同左 

（ヘッジ対象） 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

同左 

（ヘッジ対象） 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワップ

取引を行っており、ヘッジ対

象の識別は個別契約毎に行っ

ております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしてお

り有効性が保証されているた

め、有効性の評価を省略して

おります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7)その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜

方式によっており、仮払消費

税等と仮受消費税等は相殺し

て表示しております。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

現金および容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３か月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 同左 
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中間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 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

──────  (固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より「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））および「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。 

────── 

──────  (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間連結会計期間より「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」 (企業会計基準第5号 平成17年

12月9日)および「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」(企業会計基準適用指針第8号 

平成17年12月9日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は3,481,694千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。  

────── 
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表示方法の変更  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

 前中間連結会計期間末まで「支払手形及び買掛金」に

含めて表示しておりました「設備支払手形」は、負債、

少数株主持分および資本の合計額の100分の1を超えたた

め当中間連結会計期間末より区分掲記することと致しま

した。 

 なお、前中間連結会計期間末における「設備支払手

形」の金額は27,436千円であります。 

  

 前中間連結会計期間末まで流動負債に区分掲記してお

りました「設備支払手形」については、負債および純資

産の総額に対する重要性が乏しいため、当中間連結会計

期間末より「支払手形及び買掛金」に含めて表示してお

ります。 

 なお、当中間連結会計期間末における「設備支払手

形」の金額は26,628千円であります。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年12月31日） 

※１ 担保資産 ※１ 担保資産 ※１ 担保資産 

  （千円） 

建物 49,077  

土地 39,635  

 計 88,712  

  （千円） 

建物   51,139  

土地     39,635  

 計 90,774  

  （千円） 

建物 48,780 

土地 39,635 

 計 88,415 

同上に対応する債務額 同上に対応する債務額 同上に対応する債務額 

  

 ※２     ───── 

  （千円） 

長期借入金 200,000  

  

 ※２     ───── 

  （千円） 

長期借入金     200,000 

  

※２ 連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、当連結会計年度の末日が金

融機関休業日にあたりましたが、満期日

に決済が行われたものとして処理してお

ります。当連結会計年度末日満期手形

は、次のとおりであります。 

  

  （千円） 

長期借入金 200,000 

  （千円）

受取手形 2,572 

支払手形 31,192 

 ３ 受取手形割引高  ３ 受取手形割引高  ３ 受取手形割引高 

  

  （千円） 

  536,307  
  

  （千円） 

  648,970  
  

  （千円） 

  467,594 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

※１ 固定資産除却損の内訳 ※１ 固定資産除却損の内訳 ※１ 固定資産除却損の内訳 

  （千円） 

機械装置 350  

工具器具備品 388  

 計 738 

  （千円） 

  建物 1,054   

機械装置及び運搬具 435 

工具器具備品 146 

 計 1,635 

  （千円） 

機械装置 10,622 

工具器具備品 676 

 計 11,298 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）  

 １．発行済株式の種類および総数並びに自己株式の種類および株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,475株は、単位未満株式の買取りによる増加であります。 

 ２．配当に関する事項 

  （１）配当金支払額 

  （２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間 

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末

株式数（株） 

 発行済株式     

      普通株式 10,000,000 － － 10,000,000

        合計 10,000,000 － － 10,000,000

 自己株式     

      普通株式 582,551 4,475 － 587,026

        合計 582,551 4,475 － 587,026

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

 平成18年３月30日 

 定時株主総会 
  普通株式     42,379千円     ４円50銭  平成17年12月31日  平成18年３月31日 

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

 平成18年８月22日 

 取締役会 
  普通株式   28,239千円   利益剰余金    ３円00銭  平成18年６月30日  平成18年９月15日 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定 801,958  

預入期間が３カ月を超え

る定期預金 
△90,000  

現金及び現金同等物 711,958  

  （千円）

現金及び預金勘定  399,231 

預入期間が３カ月を超え

る定期預金 
△90,000  

現金及び現金同等物    309,231 

  （千円）

現金及び預金勘定 464,091 

預入期間が３カ月を超え

る定期預金 
△90,000 

現金及び現金同等物 374,091 
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① リース取引 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 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 

 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

累計額相当額および中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

有形固定資産       

その他 274,966 82,333 192,633 

ソフトウェア 72,631 37,078 35,553 

合計 347,597 119,411 228,186 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

有形固定資産       

その他 321,078 102,147 218,931 

ソフトウェア 68,330 41,905 26,425 

合計 389,408 144,052 245,356 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円） 

有形固定資産       

その他 332,619 96,183 236,436 

ソフトウェア 67,802 38,010 29,792 

合計 400,421 134,193 266,228 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

  (千円)

１年内 46,444 

１年超 194,419 

合計 240,863 

  (千円)

１年内 55,647 

１年超 205,069 

合計 260,716 

  (千円)

１年内 54,579 

１年超 225,866 

合計 280,445 

３．支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額 

  (千円)

支払リース料 31,287 

減価償却費相当額 27,352 

支払利息相当額 5,756 

  (千円)

支払リース料 34,536 

減価償却費相当額 29,441 

支払利息相当額 6,234 

  (千円)

支払リース料 62,642 

減価償却費相当額 54,047 

支払利息相当額 11,682 

４．減価償却費相当額および利息相当額の算

定方法 

４．減価償却費相当額および利息相当額の算

定方法 

４．減価償却費相当額および利息相当額の算

定方法 

減価償却費相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 同左 

利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法 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おりま

す。 

同左 同左 
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② 有価証券 

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券 

前連結会計年度末（平成17年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券 

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 329,180 702,500 373,320 

合計 329,180 702,500 373,320 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 11,196 

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 452,620 1,123,217 670,597 

合計 452,620 1,123,217 670,597 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 11,196 

  取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 452,620 1,150,965 698,345 

合計 452,620 1,150,965 698,345 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 11,196 

- 25 -



③ デリバティブ取引 

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在） 

 デリバティブ取引については、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注

記の対象から除いております。 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

 デリバティブ取引については、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注

記の対象から除いております。 

前連結会計年度末（平成17年12月31日現在） 

 デリバティブ取引については、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注

記の対象から除いております。 

  ④ ストック・オプション等 

     ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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⑤ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法および各区分に属する主要な製品および役務の名称 

 提供する製品・役務の種類に基づきセグメンテーションしております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は163,418千円であり、その主なものは、

提出会社本社の管理部門に係るものであります。 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法および各区分に属する主要な製品および役務の名称 

 提供する製品・役務の種類に基づきセグメンテーションしております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は153,360千円であり、その主なものは、

提出会社本社の管理部門に係るものであります。 

  

研磨布紙 
等製造販売 
事業 

（千円） 

ＯＡ器材 
部材等製造
販売事業 
（千円） 

不動産 
賃貸事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 2,106,376 485,464 166,851 2,758,691 － 2,758,691 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 2,106,376 485,464 166,851 2,758,691 － 2,758,691 

営業費用 1,987,549 393,246 45,815 2,426,610 163,418 2,590,028 

営業利益 118,827 92,218 121,036 332,081 △163,418 168,663 

事業区分 主要な製品および役務 

研磨布紙等 

製造販売事業 
研磨布、耐水研磨紙、リコーズベルト、レジンベルト等 

ＯＡ器材部材等 

製造販売事業 
ゴムローラー、グリップローラー等 

不動産賃貸事業 理研神谷ビルの株式会社ダイエーへの賃貸 

  

研磨布紙 
等製造販売 
事業 

（千円） 

ＯＡ器材 
部材等製造
販売事業 
（千円） 

不動産 
賃貸事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 2,215,046 470,429 162,430 2,847,905 － 2,847,905 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 2,215,046 470,429 162,430 2,847,905 － 2,847,905 

営業費用 2,153,109 414,759 43,469 2,611,337 153,360 2,764,697 

営業利益 61,937 55,670 118,961 236,568 △153,360 83,208 

事業区分 主要な製品および役務 

研磨布紙等 

製造販売事業 
研磨布、耐水研磨紙、リコーズベルト、レジンベルト等 

ＯＡ器材部材等 

製造販売事業 
ゴムローラー、グリップローラー等 

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

 （注）１ 事業区分の方法および各区分に属する主要な製品および役務の名称 

 提供する製品・役務の種類に基づきセグメンテーションしております。 

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

提出会社本社の管理部門に係るものであります。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間については、全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90%を超えているため記載

を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間については、全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90%を超えているため記載

を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90%を超えているため記載を省

略しております。 

ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間については、海外売上高は連結売上高の10%未満であるため記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間については、海外売上高は連結売上高の10%未満であるため記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度については、海外売上高は連結売上高の10%未満であるため記載を省略しております。 

  

研磨布紙 
等製造販売 
事業 

（千円） 

ＯＡ器材 
部材等製造
販売事業 
（千円） 

不動産 
賃貸事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

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

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

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

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

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

事業区分 主要な製品および役務 

研磨布紙等 

製造販売事業 
研磨布、耐水研磨紙、リコーズベルト、レジンベルト等 

ＯＡ器材部材等 

製造販売事業 
ゴムローラー、グリップローラー等 

不動産賃貸事業 理研神谷ビルの株式会社ダイエーへの賃貸 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

１株当たり純資産額 336.09円

１株当たり中間純利益 14.98円

１株当たり純資産額     371.15円

１株当たり中間純利益 10.78円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
10.74円

１株当たり純資産額 366.02円

１株当たり当期純利益 24.52円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
24.51円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在していないため、記載してお

りません。 

    

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

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

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 141,132 101,508 250,335 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 19,400 

（うち利益処分による取締役賞与金） (－) (－) (19,400) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
141,132 101,508 230,935 

期中平均株式数（株） 9,419,689 9,415,286 9,419,198 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額（千円）  － － － 

普通株式増加数（株） － 33,164 4,129 

（うち新株予約権） (－) (33,164) (4,129) 
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５．生産、受注および販売の状況 
(1）生産実績 

 （注） 研磨布紙製造販売事業については内訳を記載しております。 

(2）受注状況 

 （注） 研磨布紙製造販売事業については内訳を記載しております。 

  （単位 千円）

区分 

前中間連結会計期間 
（平成17年１月～６月） 

当中間連結会計期間 
（平成18年１月～６月） 

前連結会計年度 
（平成17年１月～12月） 

金額 構成率 金額 構成率 金額 構成率 

    ％   ％   ％ 

研磨布 908,577 45.9 890,876 46.0 1,810,699 45.4 

研磨紙 431,082 21.8 417,669 21.5 832,763 20.9 

その他 142,311 7.2 150,630 7.8 313,889 7.9 

研磨布紙等製造販売事業 1,481,970 74.9 1,459,175 75.3 2,957,351 74.2 

ＯＡ器材部材等製造販売事業 497,438 25.1 478,957 24.7 1,026,520 25.8 

合計 1,979,408 100.0 1,938,132 100.0 3,983,871 100.0 

  （単位 千円）

区分 

前中間連結会計期間 
（平成17年１月～６月） 

当中間連結会計期間 
（平成18年１月～６月） 

前連結会計年度 
（平成17年１月～12月） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

製品 

研磨布 858,515 20,326 873,363 29,360 1,782,761 28,995 

研磨紙 410,842 9,484 400,618 11,120 831,303 16,397 

その他 133,731 2,357 144,244 14,976 280,642 12,578 

小計        1,403,088 32,167 1,418,225 55,456 2,894,706 57,970 

商品 

研磨紙 1,338 － 2,127 123 2,794 － 

その他 658,378 444 792,415 112 1,441,606 － 

小計 659,716 444 794,542 235 1,444,400 － 

研磨布紙等製造販売事業 2,062,804 32,611 2,212,767 55,691 4,339,106 57,970 

ＯＡ器材部材等製造販売事業 501,001 27,905 474,275 41,437 1,037,950 37,591 

合計 2,563,805 60,516 2,687,042 97,128 5,377,056 95,561 
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(3）販売実績 

 （注） 研磨布紙製造販売事業については内訳を記載しております。 

  （単位 千円）

区分 

前中間連結会計期間 
（平成17年１月～６月） 

当中間連結会計期間 
（平成18年１月～６月） 

前連結会計年度 
（平成17年１月～12月） 

金額 構成率 金額 構成率 金額 構成率 

      ％   ％   ％ 

製品 

研磨布 894,479 32.5 872,998 30.7 1,810,056 31.8 

研磨紙 414,045 15.0 405,895 14.2 827,593 14.5 

その他 138,565 5.0 141,846 5.0 275,255 4.8 

小計 1,447,089 52.5 1,420,739 49.9 2,912,904 51.1 

商品 

研磨紙 1,338 0.0 2,004 0.1 2,794 0.0 

その他 657,949 23.9 792,303 27.8 1,441,621 25.3 

小計 659,287 23.9 794,307 27.9 1,444,415 25.3 

研磨布紙等製造販売事業 2,106,376 76.4 2,215,046 77.8 4,357,319 76.4 

ＯＡ器材部材等製造販売事業 485,464 17.6 470,429 16.5 1,012,727 17.8 

不動産賃貸 166,851 6.0 162,430 5.7 329,280 5.8 

合計 2,758,691 100.0 2,847,905 100.0 5,699,326 100.0 
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