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１． 18 年８月中間期の連結業績（平成 18 年３月１日～平成 18 年８月 31 日） 
(1) 連結経営成績                    （注）記載金額は，百万円未満四捨五入

 売 上 高     営業利益 

 百万円    ％ 百万円    ％

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

６，３１８ （１７.７）
５，３６９ （１１.４）

４２０  （２８.９）
３２６（△１８.２）

18 年２月期 １１，３３７       ７０３        
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

２４３  （４２.４）
１７１（△２６.１）

６７   ３８
４７   ３１

18 年２月期 ４３７        １１７   ９６
(注)①持分法投資損益  18 年８月中間期  ９百万円  17 年８月中間期  ０百万円   
    ②期中平均株式数(連結)            18 年８月中間期   3,606,264 株         1

18 年２月期       3,606,400 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
 
(2)連結財政状態 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比率

 百万円 百万円

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

９，７７５ 
９，０９７ 

３，６４５
３，０８９

３６
３４

18 年２月期 ９，２５３ ３，４０２ ３６
(注)期末発行済株式数（連結）            18 年８月中間期 3,606,240 株         17

18 年２月期      3,606,280 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       
キャッシュ・フ

 百万円 百万円

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

２４２ 
２９１ 

△２０５
△２４２

△ 
△４

18 年２月期 ７５９ △５４７ △６
(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  ５社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 (新規)   －社 (除外)   －社    持分法 (新規)   
 
２．19 年２月期の連結業績予想（平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 

 百万円 百万円

通   期 １３，１９０ ９６０
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）１５５円２９銭 

 
※ 業績予想は本資料の発表日現在の将来に関する前提･見通し･計画に基づ

す。実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる結果となる

－１－ 
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により表示しております。 

経常利益 

百万円    ％

４３１  （３５.７）
３１８（△１７.７）

７４４        

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

円  銭

－  －
－  －

－  －
18 年２月期  ６百万円 
7 年８月中間期 3,606,440 株             

前年中間期増減率 

 １株当たり純資産 

％ 円   銭

.３ 

.０ 
９８４ ２０
８５６  ４７

.８ ９４０  １１
年８月中間期  3,606,440 株               

る   
ロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

百万円 百万円

５９ 
１８ 

１３９
２１０

３２ １６０

用関連会社数  １社 

－社 (除外)   －社 

当期純利益 

百万円

５６０

く予測が含まれておりま

可能性があります。 

 



１．企業集団の状況 
 

当社グル－プ（当社及び当社の関係会社）は、当社（MORESCO(株式会社松村石油研究所)）、

子会社６社および、関連会社１社により構成されており、化学品事業（特殊潤滑油、合成潤滑

油、素材、ホットメルト接着剤の製造・販売）を主たる業務と致しております。 

当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次の通りであ

ります。 

 

（１）化学品事業 

［特殊潤滑油］ 

主要な製品は、高真空ポンプ油、難燃性作動液、ダイカスト用潤滑剤、切削油剤等の

工業用潤滑油であります。当社が製造・販売するほか、MORESCO(Thailand)Co.,Ltd．な

らびに無錫德松科技有限公司がタイ王国、中華人民共和国において製造・販売しており、

国内では、株式会社マツケンが販売致しております。 

［合成潤滑油］ 

主要な製品は、高温用潤滑油、ハードディスク表面潤滑剤、耐放射線性潤滑剤、高温

用グリースであります。当社が製造・販売するほか、株式会社マツケンが販売致してお

ります。 

［素材］ 

主要な製品は流動パラフィン、スルホネートであります。当社が製造・販売するほか、

株式会社マツケンが販売致しております。 

［ホットメルト接着剤］ 

当社が製造・販売するほか、無錫德松科技有限公司が中華人民共和国において製造・

販売しており、国内では、株式会社マツケンが販売致しております。 

（２）賃貸ビル事業 

賃貸ビル事業は当社が大阪市中央区にテナントオフィスビルを所有し、行っておりま

す。 
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［事業系統図］ 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 
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- ３ - 
海外］

ailand)Co.,Ltd. 

) 

投資会社

 MORESCO Holding 
  (Thailand)Co.,Ltd. 

投資 
製造・販売会社 

製造・販売会社 

 MORESCO(Th
 (潤滑油) 

 無錫德松科技有
 (潤滑油・接着剤

 

 
 

 

 

限公司 
場開拓会社 

MORESCO USA Inc. 

 
海外商社・ユーザー 

出荷 

 
国
原

。 

す。 

 

入 
内・海外
材料メー
 
カー 

仕入 
出荷



２．経営方針 
 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、経営理念である「ユーザーのための研究開発」をモットーに、境界領域（モ

ノとモノとの接点における摩擦や磨耗などの科学）のスペシャリストとして、新たな機

能とサービスを提供し、「小さくとも世界にきらりと光を放つ」企業を目指しています。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な

内部留保を確保するとともに、株主の皆様に経営成績、財務状態および経営環境を勘案

した利益還元を行うことを基本方針としております。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式市場での流動性を高め、より広範な投資家の参加を促進するという観点

から、株価水準と最低投資金額を考慮し、より投資しやすい環境を整えるために株式投

資単位の見直しを実施していくことを基本方針としております。 

 

（４）中長期的な会社の経営戦略と経営指標 

当社は、次の中期経営ビジョン、中期経営方針のもとに２００６年度から２００８年

度までの３年間を対象とする新たな中期経営計画を策定し、スタートいたしました。 

 

＜中期経営ビジョン＞   

「小さくとも世界にきらりと光を放つモレスコグループ」 

－水と油と高分子のスペシャリストとして社会に貢献する－ 

＜中期経営方針＞   

① 世界に通用するナンバーワン製品を開発する 

研究開発型企業である当社には、既存分野の工業用潤滑油やホットメルトの

分野では、環境負荷が少なくかつコストパフォーマンスの高い製品、作業性

に優れた製品等々数々の開発ニーズが寄せられています。また、電子材料分

野では、より高い機能性を備えた製品がつねに追い求められています。こう

した世の中の要請を受けて、当社は引き続き研究開発に多くの資源を投ずる

ことによって、世界のナンバーワン製品の開発にチャレンジします。 

② グローバル企業を目指してボーダレスに営業展開する 

当社はこれまで、主要ユーザーであるわが国自動車関連企業の海外進出に連

れて、タイ、中国に工場を建設し、アジア各国を中心に販路を広げてまいり

ました。引き続きこの地域での営業を強化すると同時に、世界に通用する製

品をもって、国境を意識することなく、ニーズのあるところに積極的に足を

運んで営業展開ができる体勢を目指します。その行き着く先はグローバル企

業です。この 3年間でグローバル企業の足がかりを作ります。 

③ オリジナリティーの高い革新的な生産プロセスを開発する 

当社の千葉、赤穂両工場は、長い歴史のなかで年々設備の改善、改良を重ね

ながら、増産や合理化等の効果をあげてきました。しかし、ここ１～２年を

かけて生産プロセスを抜本的に見直したところ、いくつかの設備で一段飛躍

した生産性を達成できるのではないかという可能性が見えてきました。そこ

で、独自の生産技術をもって新しい生産プロセス開発に挑戦していくことと

いたしました。 

 

 - ４ - 



④ グループのノウハウを結集し新しいビジネスモデルを開発する 

当社は、関係会社に、工場の排水処理に特異な技術を持つ㈱マツケン、油と

水の分析では定評のある㈱モレスコテクノを擁しています。これら両社の持

つノウハウに、当社がこれまで蓄積してきた技術や情報を融合させることに

よって、斬新なビジネスモデルを構築し、世の中に新しいサービスを提供し

ていくことを目指します。 

⑤ 意欲と能力の向上により社員一人一人が精鋭化する 

当グループは、内外関係会社を含めて３００人強の企業です。高い意欲と能

力を持った社員が、働き甲斐をもっていきいきと働く企業風土作りに取り組

みます。そのために、人事制度、教育・研修プログラム等を絶えず見直し、

その充実を図ることによって、精鋭化した社員の集団を目指します。 

⑥ グローバル企業にふさわしいコーポレートガバナンス体制を構築する 

新会社法の精神に沿って内部統制システムを構築するとともに、リスク管理

体制の整備等コーポレートガバナンス体制を強化することによって、経営の

健全性・透明性の確保と環境変化への迅速化を図り、企業の持続的な発展を

目指します。 

 

新中期経営計画 

 

 売上高（百万円） 経常利益（百万円） 経常利益率（％）

平成 19 年 2 月期 13,030 940 7.2

平成 20 年 2 月期 14,060 1,220 8.7

平成 21 年 2 月期 15,180 1,550 10.2

 

今次中期経営計画では、最終年度である平成２１年度２月期の売上高 151.8 億円、経

常利益 15.5 億円、経常利益率 10.2%を目指し、その達成のため以下の部門別事業戦略を

進めてまいります。 

 

［特殊潤滑油部門］ 

当部門の最大顧客である自動車メーカーの国内生産台数は微増ながら、海外での生産

は引き続き好調が見込まれています。さらに自動車軽量化のための部品のアルミ化が進

展し、自動車メーカーの内製を含めダイカスト製品は国内外ともに高い生産の伸びが期

待されます。それを受けて、当社主力製品の難燃性作動液は引き続き好調に推移すると

予測され、ダイカスト用潤滑剤およびアルミ用切削油についても新規に市場投入した環

境対応製品によって拡販、シェア拡大を図ってまいります。これらの特殊潤滑油は、海

外においては中国および東南アジアを中心に販売活動を展開してまいりましたが、新た

な海外拠点として、自動車産業の本場である米国に現地法人 MORESCO USA Inc.を設立、

北米市場への営業展開を加えて事業の拡大に取り組んでまいります。 

 

［合成潤滑油部門］ 

当社独自の合成技術による合成潤滑油は、自動車電装部品向け高温用軸受けグリース

の原料として、世界のオンリーワン製品に育ちました。現在、ユーザーからの要請を受

けてさらに適応温度領域の拡大に取り組んでいますが、あわせて情報機器用モーターの

軸受け油等あらたなニーズが持ち込まれており、製品のバリエーション拡大に取り組ん

でいます。一方、ハ－ドディスクの表面潤滑剤用途では、現在３.５インチメディアの約

７０％で採用されています。また、２.５インチ以下の小型ディスクでの採用はごく一部

にとどまっていますが、次世代モデルに対応できる新潤滑剤の開発については、ユーザ

 - ５ - 



ーサイドでの評価が進みつつあり、2007 年度本格採用を目指しています。 

［素材部門］ 

主に化粧品の原料やポリスチレンの添加剤として使われる流動パラフィンは、年初来

海外の同業大手メーカーが相次いで設備トラブル等を起こして、製品輸入が極端に減少

しており、回復までの長期化が懸念されております。当社の生産余力にも限度がありま

すが、国内トップメーカーとして生産体制を強化し安全運転に努めることによって、出

来る限りの供給責任を果たしてまいります。なお、製造のための装置は３０年以上を経

過して老朽化が進んでいることから、改修と同時に生産プロセスを大きく見直すリエン

ジアリングに取り組んでおり、生産能力アップのみならず、製品の安定、コスト削減に

寄与する設備に改善してまいります。 

 

［ホットメルト接着剤部門］ 

主力である大人用紙おむつの用途は堅調な需要が見込まれますが、ベビー用の需要後

退の影響からシェア競争はますます激しくなっているうえに、昨年来の原料高によるコ

ストアップは厳しいものがあります。大幅なコスト低減を目指した生産プロセスの改善、

中国の生産拠点の活用等によって収益力向上に努めてまいりますが、これまでも取り組

んで来ているラベル用や自動車内装用等収益性の高い製品の開発がよりスピーディーに

進展するよう、営業、開発体制を強化してまいります。 

 

［研究開発の重点］ 

研究開発の重点を「環境関連分野」と「情報関連分野」に置き、環境にやさしい製品

や関連装置、および情報関連機器の高機能化に必要な電子材料用スラリーなどの新製品

開発に取り組んでまいります。 

〔環境関連分野〕 

環境にやさしい製品としては、主に自動車産業で使用される難燃性作動液、水溶性切

削油、ダイカスト用潤滑剤などをリサイクルや長寿命化可能な製品にモデルチェンジ

を進めます。また、溶剤を含まない環境にやさしいホットメルト接着剤は、ラベル用

途や自動車用途を中心に、溶剤型接着剤を代替できる高機能製品の開発を進めます。 

環境関連装置では、「二次廃棄物の出ない水浄化装置」として、非破壊検査用薬剤廃

液や印刷機械工場からの廃液を処理する装置の納入実績が得られました。今後はこの

実績をもとに、利用分野の拡大を図ります。一方、水浄化の一環として開発を進めて

いる当社独自の「光触媒と紫外線」を利用した殺菌装置は、水耕栽培の病害防除で実

用化を進めていますが、㈱東海理化とコジェネレーション装置の冷却水除菌システム

を共同開発し、除菌のための薬品投入がゼロとなる成果が得られました。今後、全国

的な展開を図るとともに、更に効率の良い製品を開発し、事業の拡大を図ってまいり

ます。 

〔情報関連分野〕 

情報関連機器に使用される電子材料では、2007 年からの立ち上がりが予想される２.

５インチハードディスク（８０ＧＢ/Ｐ）向けの潤滑剤を完成し、客先での認定評価へ

と進めます。更に、携帯音楽プレーヤーやビデオカメラなどの小型デジタル機器への

搭載が進む、１.８インチ以下の小型ドライブ用へも展開していきます。また、テラビ

ット級の大容量を必要とするパソコン、デジタル家電に向けては 2010 年実用化の予測

に合わせた開発を進めます。 

一方、研磨剤テーマでは、銅配線半導体ＣＭＰスラリ－の技術開発を継続するととも

に、得られた技術をハードディスクのテクスチャー加工や磁気ヘッドなどの表面加工

用研磨剤に応用し、総合的な電子材料用のスラリー製品を開発してまいります。 
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（５）会社の対処すべき課題 

（短期的課題） 

原油ならびにナフサの価格動向を受け、原材料価格は引き続き上昇傾向にあり、今後

の環境変化によってはさらに上昇することが想定されます。適正な製品価格への改定を

はじめ、高付加価値製品の開発、海外生産拠点との連携強化、自社技術を結集した革新

的な生産プロセスの開発導入によるコストダウンなどの諸施策によって、収益性の向上

に取り組んでまいります。 

（中・長期的課題） 

当社は創業以来、研究開発型企業として数々の高機能を持った、オリジナリティーの高い

製品を送り出してまいりました。引き続き、研究開発に力を注ぎ、世界で通用する高付加価

値製品をよりスピーディーに開発して収益基盤を固めていくことが大切と考えます。 

一方、当社営業に深く関わる自動車産業界、同部品業界は、国内需要が横這いで推移す

るなか、旺盛な海外需要に応えるための国際化が、予想を上回るスピードで進展してい

ます。当社グループとしては、自動車業界の国内外における需要に応えるべく、グロー

バルな視点から、タイ王国の MORESCO(Thailand)Co.,Ltd.、中国の無錫徳松科技有限公司

に続く、第三の生産・販売体制拠点をにらんで設立した米国の現地法人 MORESCO USA Inc.

を加え、海外展開を図ってまいります。 

 

（６）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（７）内部管理体制の整備・運用状況 

   当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システ

ムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。 

 

（８）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 - ７ - 



３．経営成績および財政状態 
 
（１）当期の概況 
（業績の全般的概況） 
当中間期におけるわが国経済は、長引いたデフレからようやく脱却し、設備投資の拡大

個人消費の回復などによって好調な推移をたどりました。また、アジア経済は、まだら模

様ながらも総じて高い成長を維持しました。一方、世界的な原油供給不安に投機的な要素

も加わって、石油製品や石油化学製品の価格は、前期から引き続いて上昇基調に終始しま

した。 
このような経営環境下、自動車産業向けを始めとする各種製品の好調な需要動向に加え

新製品の貢献もあって、当社連結売上高は 6,318百万円（前年同期比 17.7％増）となりま
した。収益面では、急激な原材料価格上昇の影響は免れませんでしたが、製品価格の改定

や合理化のための諸施策の推進に努めた結果、経常利益は 431 百万円（同 35.7％増）、中
間純利益は 243百万円（同 42.4％増）となりました。 

 
（特殊潤滑油部門の概況） 
国内外自動車産業の生産好調が持続するなか、後発分野である切削油剤、ダイカスト用

離形剤が拡販努力と新製品投入効果が相俟って売上が共に二桁増となり、加えて、高真空

ポンプ油も二桁の伸びとなりました。また、当社の主力製品である難燃性作動液も堅調に

推移しました。この結果、当部門の売上高は前年同期比 9.5％増となりました。しかしな
がら、収益面では高騰する原料価格の製品への転嫁が遅れており、増益額は小幅に止まり

ました。 
（売上高２,２４８百万円） 
 

（合成潤滑油部門の概況） 
自動車用電装部品のベアリング軸受け用グリースの基油となる高温用潤滑油は、グリー

スメーカーの生産拠点移設に伴う在庫調整という特殊要因から売上が前年同期を下回りま

したが、ハードディスク表面潤滑剤につきましては、海外からの需要の増加により前年同

期比 74.6％増と極めて好調に推移しました。この結果、当部門の売上高は同 11.5％増とな
りました。 
（売上高５２７百万円） 
 

（素材部門の概況） 
流動パラフィンは、化粧品およびポリスチレン樹脂向けの好調に加え、新しい需要分野

であるリチウム電池のセパレーター製造用が大きく伸び、更に海外メーカーの生産設備ト

ラブルによる輸入減少という一時的状況も増収要因となりました。また、石油スルホネー

トにつきましても国内の金属加工油メーカー向けが好調に推移しました。この結果、当部

門の売上高は前年同期比 38.5％増となりました。 
（売上高１,５２３百万円） 
 

（ホットメルト接着剤部門の概況） 
最も主要な供給分野である大人用紙おむつの需要が好調に推移したことに加え、ラベル

用粘着剤、自動車の内装カーペット、内装建材などに向けた売上が堅調に推移しました。

この結果、当部門の売上高は前年同期比 9.2％増となりました。なお、当部門は、原料価
格値上りの影響を大きく受けていますが、中国無錫の関係会社への製品移管や生産性向上

によるコスト低減等の対策により利益確保に努めつつあります。 
（売上高１,２５５百万円） 
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（その他の化学品事業および賃貸ビル部門の概況） 
・その他の化学品事業 
水処理装置ならびに当社潤滑油の国内販売を担う株式会社マツケンは、国内企業の環境

問題に対する意識の高まりから水処理関連製品の売上が好調に推移し、前年同期比 13.4％
増の売上となりました。 
潤滑油をはじめ水質や有害物質の分析試験を主な事業とする株式会社モレスコテクノは、

環境負荷物質への規制強化を背景に、同 5.5％増の売上となりました。 
その他の製品では、ハードディスク装置を構成する電子材料に向けた特殊スラリーの開

発に加えて、光触媒を応用した水処理装置の用途開発が進展し、新たな事業展開へと前進

する成果が得られました。この結果、当部門の売上高は同 30.2％増となりました。 
（売上高７３４百万円） 
・賃貸ビル部門 
事務所用テナントビル「モレスコ本町ビル」全体を、不動産業者に一棟貸し（サブリー

ス）する形態で運営し、安定した収入を得ております。 
（売上高３１百万円） 

 
（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

結会計期間末に比べ 70 百万円減少し、139 百万円となりました。 

  当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで

あります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、242 百万円（前年同期比 16.8％減）となりました。前

年同期比 49 百万円減少した主な要因は、税金等調整前中間純利益が各製品の好調な需要動

向により同 103 百万円増加（同 32.1％増）し、法人税等の支払額は同 121 百万円減少した

ものの、売上債権およびたな卸資産の増加により同 257 百万円減少し、一方、仕入債務の

増加額は前年同期を下回ったことで同 123 百万円の減少に止まったこと等であります。 

 

（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、205 百万円（前年同期比 15.4％減）となりました。こ

れは有形固定資産の取得による 156 百万円の支出とソフトウェア投資等無形固定資産の取

得による 18 百万円の支出、米国子会社設立に向けた出資に伴う 23 百万円の支出等であり

ます。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、59 百万円（前年同期比 86.0％減）となりました。有利

子負債増加額 36 百万円、配当金の支払額 93 百万円等によるものであります。 
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当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 
 

 平成 17 年 2 月期 平成 18 年 2 月期 平成 19 年 2 月期 

         中間 期末 中間 期末 中間 
自己資本比率            （％） 24.4 32.8 34.0 36.8 36.3 
時価ベースの自己資本比率（％） 67.6 132.1 75.3 97.4 116.2 
債務償還年数      （年） 3.3 2.2 3.0 2.0 3.3 
ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ   （倍） 22.5 28.8 22.3 32.6 24.9 

（注）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 
（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため 2倍しており
ます。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ   ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
※ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出
しております。なお、平成 17年 2月期における株式数は、当期末に株式分割が行
われたとして算出しております。 

※ 有利子負債は、連結（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。 

※ 営業キャッシュ･フローおよび利払いは、連結（中間連結）キャッシュ･フロー計算
書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」

を用いております。 
 
（３）通期の見通し 

当下期の見通しにつきましては、引き続き自動車産業の好調持続が見込まれますが、米

国経済の減速懸念、原油やナフサ価格に連動した原材料価格の上昇が依然として続くなど、

当社グループにとっては厳しい環境となるものと想定されます。 
このような情勢下、当社グループは前述の「会社の対処すべき課題」に掲げた諸施策を

推進することにより、当期連結売上高 13,190百万円(前期比 16.3%増)、営業利益 930百
万円(同 32.3%増)、経常利益 960百万円(同 29.0%増)、を目指します。 

 
 

 予想売上高 構成比 伸び率 
化学品事業 １３,１３０ ９９.５％ １６.５% 
特殊潤滑油部門 
合成潤滑油部門 
素材部門 
ホットメルト接着剤部門 
 その他 

(４,５８０) 
(９９０) 

(３,５２０) 
(２,５６０) 
(１,４８０) 

(３４.５％) 
(７.５％) 

(２６.７％) 
(１９.４％) 
(１１.４％) 

(９.９％) 
(△２.1％) 

(４０.１％) 
(７.８％) 

(２２.３％) 
賃貸ビル事業 ６０ ０.５％ ０.０% 
合計 １３,１９０ １００.０％ １６.３% 
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（４）事業等のリスク 
当社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性があると考えられるリスク

には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、本中間決算短信提出日（平成 18 年 10 月 13 日）

現在において当社グループが判断したものであります。 
 

① 主要製品の特徴に係るリスク 
（特殊潤滑油部門） 
特殊潤滑油部門は、高真空ポンプ油、難燃性作動液、ダイカスト用潤滑剤、切削油剤等

の工業用潤滑油の製造販売を行っており、その当中間期におけるグループ全体に対する売

上構成は 35.6％であります。 
特殊潤滑油とは、汎用のエンジン油、ギヤー油、機械油等に比して、耐熱性、耐圧性、

耐火性、耐磨耗性等の特定の機能を高めた製品であり、特定分野の市場を対象としている

ため、個々の市場規模は小さいものであります。当社の推定では、その中でも特に高真空

ポンプ油、難燃性作動液については、当社は過半数から寡占ともいえる高市場シェアを保

有しており、安定した売上が期待できる半面、既存分野における市場シェア拡大を難しい

ものにしております。また、当社製品のユーザーの内、特に自動車、電機等のメーカーは、

昨今、工場の海外移転を進めつつあり、当社製品の需要については、その影響を受ける可

能性があります。これに対して、当社では既に、タイ王国へは平成８年２月期に、中国へ

は平成 14 年２月期に現地法人設立による生産拠点の設置を行っておりますが、これら対
応が期待通りの成果をあげられない場合は、当社グループの業績に影響を受ける可能性が

あります。 
当社製品ユーザーの環境への関心の高まりは、昨今目覚しいものがあり、環境に配慮し

た潤滑油等の製品が求められております。当社グループにおいては、環境対応型、あるい

は環境に配慮した製品の開発に注力しておりますが、万一その開発が遅延した場合には、

業績に影響を受ける可能性があります。 
（合成潤滑油部門） 
合成潤滑油部門は、高温用潤滑油およびハードディスク表面潤滑剤等の工業用合成潤滑

油の製造販売を行っており、その当中間期におけるグループ全体に対する売上構成は 8.3％
であります。 
これらの合成潤滑油は、従来特殊潤滑油部門の製品として取り扱っておりましたが、合

成技術として一体的に運用することで種々の相乗効果を創出することを狙いに、前期より

独立させた部門であります。当部門も特殊潤滑油部門と同様に、特定分野の市場を対象と

しているため、個々の市場規模は小さいものであります。当社では高温用潤滑油製造のた

めの合成設備を赤穂工場のみで、またハードディスク表面潤滑剤製造設備は本社・研究セ

ンター内でそれぞれ保有しており、万一工場・本社において重大なトラブルが発生し、設

備の稼動が長期的に停止する事態になった場合には、製品の供給が一時的に停止する可能

性があります。高温用潤滑油の備蓄容量は約１ヵ月であり、ハードディスク表面潤滑剤は

受注生産品であるため備蓄はおこなっておりません。 
（素材部門） 
素材部門は、流動パラフィンおよびスルホネートの生産ならびに販売を行っており、そ

の当中間期におけるグループ全体に対する売上構成は 24.1％であります。 
当社では、流動パラフィンならびにその連産品であるスルホネートを硫酸精製法により

生産しております。当社が採用している硫酸精製法でのメリットは、連産品としてスルホ

ネートを生産できることですが、デメリットとしては製造過程において廃棄物として廃硫

酸が発生することがあげられます。当社においては、隣接する廃硫酸リサイクル企業との

間をパイプラインで直結し、廃硫酸処理を含めた一貫生産ライン（クローズドシステム）

を構築しておりますが、廃硫酸処理を他社の設備で行っているため、他社の工場の移転、
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縮小等、設備に変更が生じた場合、素材部門の生産能力に影響を受ける可能性があります。 
また、当社では流動パラフィンならびにスルホネートを千葉工場のみで生産しており、

万一工場において重大なトラブルが発生し、工場の稼動が長期的に停止する事態になった

場合には、製品の供給が一時的に停止する可能性があります。工場の備蓄容量は約１ヵ月

であります。 
（ホットメルト接着剤部門） 
ホットメルト接着剤部門は、主として大人用紙おむつを始めとする衛生関連用品向けの

ホットメルト接着剤の生産ならびに販売を行っており、その当中間期におけるグループ全

体に対する売上構成は、19.9％であります。 
ホットメルト接着剤の機能に対するユーザーの要望は、その接着素材、接着条件、使用

環境等によって多様に変化いたします。特に昨今は、ユーザーにおける製品機能向上のた

めの新製品開発が頻繁に行われており、それによる当社への製品開発の要請も厳しいもの

になってきております。 
当社グループでは、長年にわたり蓄積したノウハウ、技術陣の投入をもって迅速な新製

品開発に取り組んでおりますが、万一その対応に遅延をおこした場合には、業績に影響を

受ける可能性があります。 
 

②原料購入に伴うリスクについて 
当社グループの製品は、潤滑油、石油化学製品、化成品等を主な原料としており、その

仕入価格はガソリン・重油等の燃料のように直接的ではありませんが、原油価格およびナ

フサ価格の変動の影響を受けることがあります。 
当社グループは、原料価格の変動による影響を軽減するため、製品価格への転嫁、コス

ト削減および高付加価値製品への転換等により対処する方針でありますが、著しく市況が

高騰した場合には、業績に影響を受ける可能性があります。 
 

③特定の取引先への販売依存度について 
当社は、昭和 33年に汎用潤滑油の製造販売を主たる事業としていた松村石油株式会社か
ら、高真空ポンプ油を主体とする特殊潤滑油の製造、販売を目的に分離、設立されました。 
平成 18年８月期現在、同社は、当社の発行済株式の 14.8％を保有する主要株主であり、
最近２期間における当社グループ全売上高に占める同社への売上高の割合は、平成 17 年
２月期 36.6％（3,616百万円）、平成 18年２月期 33.5％（3,795百万円）となっておりま
す。また、当社全売上高に占める同社への売上高の割合は、平成 17年２月期 40.9％（3,554
百万円）、平成 18年２月期 37.2％（3,684百万円）となっております。 
当社から同社、同社からエンドユーザーという同社経由の販売は、主として当社の販売

組織が確立される以前に同社の販売網を利用して顧客開拓した相手先に対するものです。

したがいまして、製品別に見ますと、当社の販売組織が確立される以前に販売を開始した

高真空ポンプ油や難燃性作動液において、特に同社への販売依存度が高くなっております。 
同社は、工業用潤滑油の販売に関して、特に鉄鋼業界、自動車業界、電機業界等を中心

に全国販売網を保有しており、その販売方法、フォロー体制について長年蓄積されたノウ

ハウを保有しております。また、難燃性作動液については、使用現場における性能を維持

するために性状の劣化等の程度を定期的に把握する必要がありますが、同社はエンドユー

ザーに対して、その定期サンプリングを実施しております。 
当社グループ全売上高に占める同社への売上高の割合が高く、同社との取引関係に変化

が生じた際には、業績に影響を受ける可能性があります。 
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４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画および資金充当実績 
 
平成１６年１２月１５日に実施した時価発行公募増資（手取額 705 百万円）および平成
１７年１月１２日に実施した第三者割当増資（手取額 19 百万円）の合計額 724 百万円の
資金の使途計画および資金充当実績は、概略以下のとおりであります。 
（１）資金使途計画 

時価発行公募増資および第三者割当増資による合計 724 百万円の資金使途として、
設備投資に 660百万円充当し、残額を借入金返済に充てる計画としておりました。 

（２）資金充当実績 
平成１６年１２月１５日に実施した時価発行公募増資および平成１７年１月１２日

に実施した第三者割当増資の資金使途計画については、概ね予定通り進捗し、ほぼ充

当を完了致しました。 
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１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 

 
（平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
 

（平成18年８月31日） 

対前中間
期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成
比  
(％)

金額（千円） 
構成
比
(％)

増減 金額（千円） 
構成
比
(％)

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   259,562 189,336  209,512

２．受取手形及び
売掛金 

  2,595,952 3,104,407  2,880,187

３．たな卸資産   1,078,007 1,276,099  1,051,287

４．繰延税金資産   141,530 156,099  134,615

５．その他   102,097 64,342  22,354

貸倒引当金   △12,904 △12,836  △11,186

流動資産合計   4,164,245 45.8 4,777,447 48.9 613,202  4,286,769 46.3

Ⅱ 固定資産     

(1）有形固定資産 ※１    

１．建物及び構
築物 

※２ 1,194,317  1,164,206 1,177,870 

２．機械装置及
び運搬具 

※２ 759,229  709,273 709,510 

３．土地 ※２ 1,889,200  1,876,331 1,892,555 

４．その他 ※2,3 350,090 4,192,836 375,993 4,125,804 △67,032 390,401 4,170,337

(2）無形固定資産   22,534 49,767 27,233  24,833

(3) 投資その他  
の資産 

     

１．投資有価証
券 

※２ 367,178  457,442 429,565 

２．繰延税金資
産 

 248,470  258,423 241,393 

３．その他  104,792  109,895 102,871 

貸倒引当金  △3,000 717,440 △4,170 821,589 104,150 △3,000 770,828

固定資産合計   4,932,809 54.2 4,997,160 51.1 64,351  4,965,998 53.7

資産合計   9,097,054 100.0 9,774,607 100.0 677,553  9,252,767 100.0
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前中間連結会計期間末 

 
（平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
 

（平成18年８月31日） 

対前中間   
期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成
比
(％)

金額（千円） 
構成
比
(％)

増減 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  1,971,346 2,257,081  2,157,383

２．短期借入金 ※２  1,353,050 1,255,360  1,117,360

３．未払法人税
等 

  126,291 199,677  114,904

４．賞与引当金   272,151 283,693  262,262

５．その他   474,866 436,666  341,102

流動負債合計   4,197,703 46.1 4,432,476 45.3 234,773  3,993,011 43.2

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※２  396,620 333,040  428,560

２．退職給付引
当金 

  1,218,744 1,220,869  1,213,959

３．役員退職慰
労引当金 

  81,997 97,097  89,367

４．連結調整勘
定 

  2,579 838  1,719

５．その他   46,750 45,226  45,907

固定負債合計   1,746,690 19.2 1,697,070 17.4 △49,620  1,779,513 19.2

負債合計   5,944,393 65.3 6,129,546 62.7 185,153  5,772,523 62.4

     
（少数株主    
持分） 

    

少数株主持分   63,841 0.7 － － △63,841  77,970 0.8

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   744,403 8.2 － － △744,403  744,403 8.0

Ⅱ 資本剰余金   532,678 5.9 － － △532,678  532,678 5.8

Ⅲ 利益剰余金   1,797,077 19.7 － － △1,797,077  2,063,843 22.3

Ⅳ その他有価証
券評価差額金 

  36,781 0.4 － － △36,781  63,078 0.7

Ⅴ 為替換算調整
勘定 

  △17,527 △0.2 － － 17,527  3,254 0.0

Ⅵ 自己株式   △4,593 △0.0 － － 4,593  △4,982 △0.0

資本合計   3,088,820 34.0 － － △3,088,820  3,402,274 36.8

負債、少数株
主持分及び資
本合計 

  9,097,054 100.0 － － △9,097,054  9,252,767 100.0
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前中間連結会計期間末 

 
（平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
 

（平成18年８月31日） 

対前中間    
期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成
比
(％)

金額（千円） 
構成
比
(％)

増減 金額（千円） 
構成
比
(％)

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金   － － 744,403 7.6 744,403  － －

２．資本剰余金   － － 532,678 5.5 532,678  － －

３．利益剰余金   － － 2,208,298 22.6 2,208,298  － －

４．自己株式   － － △5,121 △0.1 △5,121  － －

株主資本合計   － － 3,480,259 35.6 3,480,259  － －

Ⅱ 評価・換算差額
等 

     

１．その他有価証
券評価差額金 

  － － 61,973 0.6 61,973  － －

２．為替換算調整
勘定 

  － － 7,039 0.1 7,039  － －

評価・換算差額
等合計 

  － － 69,012 0.7 69,012  － －

Ⅲ 少数株主持分   － － 95,791 1.0 95,791  － －

純資産合計   － － 3,645,061 37.3 3,645,061  － －

負債純資産合計   － － 9,774,607 100.0 9,774,607  － －
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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３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

対前中間   
期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分
比
(％)

金額（千円） 
百分
比
(％)

増減 金額（千円） 
百分
比
(％)

Ⅰ 売上高   5,368,921 100.0 6,317,542 100.0 948,621  11,337,032 100.0

Ⅱ 売上原価   3,487,360 65.0 4,254,703 67.3 767,344  7,495,336 66.1

売上総  
利益 

  1,881,561 35.0 2,062,838 32.7 181,277  3,841,696 33.9

Ⅲ 販売費及び
一般管理費 

※１  1,555,642 29.0 1,642,882 26.0 87,240  3,138,547 27.7

営業利益   325,919 6.0 419,956 6.7 94,037  703,149 6.2

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息  152  266  237   

２．受取配当金  11,543  12,243  11,628   

３．連結調整
勘定償却
額 

 860  838  1,719   

４．持分法によ
る投資利益 

 －  9,110  5,520 

５. 受取保険金  －  －  28,121 

６．為替差益  7,180  －  29,420 

７．その他  5,864 25,598 0.5 7,742 30,199 0.4 4,601 10,981 87,627 0.8

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  10,342  9,419  20,617  

２．持分法によ
る投資損失 

 397  －  － 

３．固定資産除
却損 

 9,752  5,303  11,986 

４. 関係会社株
式売却損 

 6,537  2,979  6,537 

５．その他  6,933 33,961 0.6 1,657 19,358 0.3 △14,603 7,756 46,896 0.4

経常利益   317,556 5.9 430,797 6.8 113,242  743,880 6.6

Ⅵ 特別利益      

１.貸倒引当   
戻入益 

 3,920  －  3,920 

２.支払不要債
務戻入益 

※３ － 3,920 0.1 12,170 12,170 0.2 8,250 － 3,920 0.0

Ⅶ 特別損失      

１.減損損失 ※４ － － － 18,405 18,405 0.3 18,405 － － －

税金等調整前
中間（当期）
純利益 

  321,476 6.0 424,563 6.7 103,087  747,800 6.6

法人税、住民
税及び事業税 

 131,980  199,163  284,001 

法人税等調整
額 

 3,257 135,238 2.5 △37,813 161,350 2.6 26,112 △741 283,259 2.5

少数株主利益   15,620 0.3 20,223 0.3 4,603  27,157 0.2

中間（当期）
純利益 

  170,618 3.2 242,990 3.8 72,372  437,384 3.9
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③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

  

前中間連結会計期間 
 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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  532,678 532,678  

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)
残高 

 532,678 532,678  

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,726,871  1,726,871  

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１．中間（当期）純利益  170,618 170,618 437,384 437,384  

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金  86,555 86,555   

２．役員賞与  13,858 100,412 13,858 100,412  

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)
残高 

 1,797,077  2,063,843  
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中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

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18年２月28日 残高 
（千円）

744,403 532,678 2,063,843 △4,982 3,335,942

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当        （千円） △86,551  △86,551

役員賞与の支給      （千円） △11,984  △11,984

中間純利益          （千円） 242,990  242,990

自己株式の取得      （千円） △139 △139

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）

144,455 △139 144,316

平成18年８月31日 残高 
（千円）

744,403 532,678 2,208,298 △5,121 3,480,259

 

 

評価・換算差額等 

 
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 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年２月28日 残高 
（千円）

63,078 3,254 66,332 77,970 3,480,244

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当    （千円）  △86,551

役員賞与の支給   （千円）  △11,984

中間純利益     （千円）  242,990

自己株式の取得   （千円）  △139

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）
△1,106 3,785 2,679 17,821 20,500

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△1,106 3,785 2,679 17,821 164,817

平成18年８月31日 残高 
（千円）

61,973 7,039 69,012 95,791 3,645,061
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④【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３月１日 
至 平成17年８月31日)

当中間連結会計期間 
 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日)

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増減 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

     

税金等調整前中間(当
期)純利益 

 321,476 424,563  747,800 

減価償却費  179,502 180,797  387,571 

連結調整勘定償却額  △860 △838  △1,719 

持分法による投資利益
又は投資損失(利益:△) 

 397 △9,110  △5,520 

退職給付引当金の増減
額（減少：△） 

 3,480 6,910  △1,304 

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△） 

 △100 7,730  7,270 

役員賞与引当金の増加
額 

 － 7,110  － 

賞与引当金の増減額
（減少：△） 

 8,419 21,431  △1,470 

貸倒引当金の増加額  5,932 2,819  8,134 

受取利息及び受取配当
金 

 △11,695 △12,509  △11,865 

支払利息  10,342 9,419  20,617 

固定資産除却損  9,752 5,303  11,986 

関係会社株式売却損  6,537 2,979  6,537 

減損損失  － 18,405  － 

売上債権の増加額  △110,886 △212,403  △380,331 

たな卸資産の増加額  △63,757 △219,603  △29,457 

仕入債務の増加額  228,500 105,886  444,929 

役員賞与の支払額  △13,858 △11,984  △13,858 

その他   △39,131  33,355  △348 

小計  534,051 360,260 △173,791 1,188,970 

利息及び配当金の    
受取額 

 11,695 12,509  11,865 

利息の支払額  △13,099 △9,738  △23,310 

法人税等の支払額  △241,152 △120,622  △418,617 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 291,495 242,409 △49,086 758,909 

- ２０ - 



 

   
 
 
 
 

 

前中間連結会計期間 
 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日)

当中間連結会計期間 
 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日)

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増減 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

     

有形固定資産の取得
による支出 

 △214,925 △155,796  △516,571 

無形固定資産の取得
による支出 

 △2,503 △17,585  △7,718 

投資有価証券の取得
による支出 

 △27,230 △22,876  △27,309 

貸付金の純増減額
（増加：△） 

 654 1,110  △1,786 

その他  1,854 △9,665  6,628 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △242,150 △204,813 37,338 △546,757 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

     

短期借入金の純増減
額（減少：△） 

 △180,000 170,000  109,500 

長期借入れによる収
入 

 300,000 －  450,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △145,540 △133,560  △797,130 

社債の償還による支
出 

 △300,000 －  △300,000 

配当金の支払額  △85,363 △85,910  △85,646 

少数株主への配当金
の支払額 

 △5,961 △7,348  △5,961 

その他  △1,248 △1,696  △2,705 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △418,111 △58,515 359,597 △631,942 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 725 742 16 1,698 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 

 △368,042 △20,177 347,865 △418,092 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 577,604 159,512 △418,092 577,604 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

 209,562 139,336 △70,227 159,512 

 

- ２１ - 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数  ５社 (1) 連結子会社の数  ５社 (1) 連結子会社の数  ５社 

 連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

 ㈱マツケン 

㈱モレスコテクノ 

㈱モレスコサービス 

MORESCO(Thailand)Co.,Ltd.

MORESCO Holding(Thailand) 

Co.,Ltd. 

㈱マツケン 

㈱モレスコテクノ 

㈱モレスコサービス 

MORESCO(Thailand)Co.,Ltd.

MORESCO Holding(Thailand) 

Co.,Ltd. 

(2) 非連結子会社の名称   

MORESCO USA Inc. 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社１社は小規模

会社であり、総資産､売上高､

中間純利益および利益剰余金

（持分に見合う額）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。 

㈱マツケン 

㈱モレスコテクノ 

㈱モレスコサービス 

MORESCO(Thailand)Co.,Ltd.

MORESCO Holding(Thailand) 

Co.,Ltd. 

(1) 持分法適用の関連会社数 (1) 持分法適用の関連会社数 (1）持分法適用の関連会社数 ２．持分法の適用に関する事

項 １社 同左 同左 

 関連会社の名称 関連会社の名称 関連会社の名称 

 無錫德松科技有限公司 同左 同左 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異な

る会社については、当該会社の

中間会計期間に係る中間財務諸

表を使用しております。 

(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   

MORESCO USA Inc. 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社１社は中

間純利益および利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性が

ないため、持分法は適用して

おりません。 

(3)          同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）持分法適用会社のうち、決算

日が連結決算日と異なる会社に

ついては、当該会社の事業年度

に係る財務諸表を使用しており

ます。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

 連結子会社のうち

MORESCO(Thailand)Co.,Ltd.及び

MORESCO Holding(Thailand) Co., 

Ltd.の中間決算期は、６月30日で

あります。 

 中間連結財務諸表の作成に当

たっては、中間決算日現在の中間

財務諸表を使用しております。た

だし、中間連結決算日までの期間

に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

同左 連結子会社のうち

MORESCO(Thailand)Co.,Ltd.及び

MORESCO Holding(Thailand) Co., 

Ltd.の決算期は、12月31日であり

ます。 

 連結財務諸表の作成に当たって

は、決算日現在の財務諸表を使用

しております。ただし、連結決算

日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整

を行っております。  

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの  時価のあるもの  時価のあるもの 

  中間連結決算日の市場

価格等による時価法（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） 

 中間連結決算日の市場

価格等による時価法（評

価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定） 

 期末日の市場価格等に

よる時価法（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） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

同左 同左 

 ② デリバティブ ───── ② デリバティブ 

  時価法      時価法 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

 製品、半製品及び原材料 製品、半製品及び原材料 製品、半製品及び原材料 

  主として総平均原価法に

よる低価法 

   同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  最終仕入原価法による低

価法 

   同左 同左 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

  当社及び国内連結子会社は

定率法を、また、在外連結子

会社は定額法を採用しており

ます。 

 ただし、当社及び国内連結

子会社は平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備

を除く）については定額法を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。 

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び運搬具 

３～15年

     同左 同左 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  定額法を採用しておりま

す。 

 なお、自社利用のソフトウ

エアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づいております。 

     同左 

  

同左 

 (ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 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勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

     同左 同左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額の

うち、当中間連結会計期間に

おける負担額を計上しており

ます。 

     同左  従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額の

うち、当連結会計年度におけ

る負担額を計上しておりま

す。 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 ───── ③ 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、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。 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号平成17年

11月29日）を適用しておりま

す。これにより、営業利益，経

常利益及び税金等調整前中間純

利益は7,110千円減少しておりま

す。 

───── 

 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、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

 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（15年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとし

ております。 

 ④ 退職給付引当金 

    

 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

おります。 

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（15年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとし

ております。 

 ④ 役員退職慰労引当金 ⑤ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく中

間期末要支給額を計上してお

ります。 

     同左 

 

 

  

 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しておりま

す。 

 (ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

(ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

(ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

  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及び負

債は中間連結決算日の直物為替

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、換算差額は少数

株主持分及び資本の部における

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及び負

債は中間連結決算日の直物為替

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、換算差額は純資

産の部における評価・換算差額

等及び少数株主持分に含めて計

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及び負債は

連結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、換算差額は少数株主持分

及び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。 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 (ホ)重要なリース取引の処理方法 (ホ)重要なリース取引の処理方法 (ホ)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。 

同左 同左 

 (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

 ① 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お

ります。 

    繰延ヘッジ処理によってお

ります。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ───── 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 

 ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金 

 ③ ヘッジ方針 ───── ③ ヘッジ方針 

  金利リスクの低減並びに金

融収支改善のため、対象債務

の範囲内でヘッジを行ってお

ります。 

  金利リスクの低減並びに金

融収支改善のため、対象債務

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 ───── ④ ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ開始時から有効性判

定時点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

の変動額等を基礎にして判断

しております。 

 ヘッジ開始時から有効性判

定時点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

の変動額等を基礎にして判断

しております。 

 (ト)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(ト)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(ト)その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっておりま

す。 

     同左 同左 

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

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

       同左 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３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

───── （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）及び「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

3,549,270千円であります。 

 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。 

───── 

 （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））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）を適用しております。これ

により税金等調整前中間純利益は18,405千

円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正

後の中間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おります。 

 

－  － 

 

２７



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

(中間連結損益計算書) 

 営業外費用の「関係会社株式売却損」については、営業外費用の

総額の100分の10を超えることとなったため、当中間連結会計期間

においては区分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「関係会

社株式売却損」は453千円です。 

(中間連結損益計算書) 

 前中間連結会計期間において区分掲記しておりました営業外収益

の「為替差益」（当中間連結会計期間456千円）については，営業

外収益の総額の100分の10以下となったため、当中間連結会計期間

においては営業外収益の「その他」に含めて表示しております。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「関係会社株式売却損」

は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示しておりました

が、金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「関係会

社株式売却損」は453千円です。 

  営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産除却損」は、

前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示しておりましたが、

金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「固定資

産除却損」は4,395千円です。 

 

－  － 

 

２８



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（平成18年２月28日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は

6,351,000千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は 

6,645,101千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は 

 6,518,164千円であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次のとおり

であります。 

 担保に供している資産は、次のとおり

であります。 

 担保に供している資産は、次のとおり

であります。 
 

建物及び構築物 445,763千円 
(445,763千円) 

機械装置及び運搬具 673,304千円 
(673,304千円) 

土地 756,335千円 
(756,335千円) 

有形固定資産のその他 51,943千円 
(51,943千円) 

投資有価証券 127千円 

合計 
( 1,927,345千円) 
1,927,472千円 

  

 
建物及び構築物 437,321千円

( 437,321千円)

機械装置及び運搬具 619,838千円
(619,838千円)

土地 756,335千円
(756,335千円)

有形固定資産のその他 76,554千円
(76,554千円)

投資有価証券 127千円

合計 
(
1,890,176千円
1,890,049千円)

  

 
建物及び構築物 442,144千円

(442,144千円)

機械装置及び運搬具 626,876千円
(626,876千円)

土地 756,335千円
(756,335千円)

有形固定資産のその他 62,886千円
(62,886千円)

投資有価証券 127千円

合計 
( 1,888,241千円)
1,888,369千円

  
 担保付債務は、次のとおりでありま

す。 

 担保付債務は、次のとおりでありま

す。 

 担保付債務は、次のとおりでありま

す。 
 

短期借入金 423,040千円 
(423,040千円) 

長期借入金 171,540千円 
(171,540千円) 

買掛金 19,182千円 

合計 613,762千円 
（594,580千円) 

  

 
短期借入金 501,040千円

(501,040 千円)

長期借入金 70,500千円
(70,500千円)

買掛金 31,887千円

合計 603,427千円
（571,540千円)

  

 
短期借入金 409,040千円

(409,040千円)

長期借入金 121,020千円
(121,020千円)

買掛金 27,445千円

合計 
 

557,505千円
(530,060千円)

  
 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当

並びに当該債務を示しております。 

 上記のうち、登記留保によって担保さ

れている債務は次のとおりであります。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当

並びに当該債務を示しております。 

  

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当

並びに当該債務を示しております。 

 上記のうち、登記留保によって担保さ

れている債務は次のとおりであります。
 

長期借入金(１年以内返済予定額含む) 

 32,000千円 
  

 
 

 
  

 
長期借入金(１年以内返済予定額含む)

 8,000千円
  

※３ 圧縮記帳 ※３ 圧縮記帳 ※３ 圧縮記帳 

 有形固定資産に係る国庫補助金等の受

入れによる圧縮記帳累計額は、工具器具

備品31,516千円であります。 

 有形固定資産に係る国庫補助金等の受

入れによる圧縮記帳累計額は、工具器具

備品31,516千円であります。 

 有形固定資産に係る国庫補助金等の受

入れによる圧縮記帳累計額は、工具器具

備品31,516千円であります。 

 ４ 保証債務  ４ 保証債務  ４ 保証債務 

 次の関連会社について、金融機関から

の借入および信用状開設に対し保証を

行っております。 

 次の関連会社について、金融機関から

の借入および信用状開設に対し保証を

行っております。 

 次の関連会社について、金融機関から

の借入および信用状開設に対し保証を

行っております。 
 

無錫德松科技有限公司  

借入金 134,583千円 

(借入金に対する保証のうち、 

67,292千円については共同出資者よ

り再保証を受けております。) 

信用状開設 72,040千円 

(信用状開設に対する保証のうち、 

36,020千円については共同出資者よ

り再保証を受けております。) 
  

 
無錫德松科技有限公司  

借入金 141,735千円

(借入金に対する保証のうち、 

70,867千円については共同出資者よ

り再保証を受けております。) 

信用状開設 80,937千円

(信用状開設に対する保証のうち、 

40,469千円については共同出資者よ

り再保証を受けております。) 
  

 
無錫德松科技有限公司  

借入債務 143,153千円

(借入債務に対する保証のうち、 

71,576千円については共同出資者よ

り再保証を受けております。) 

信用状開設      46,613千円

(信用状開設に対する保証のうち、

23,306千円については共同出資者よ

り再保証を受けております。) 

    

－  － 

 

２９



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

 
給料手当 493,783千円 

賞与引当金繰入額 200,203 

退職給付費用 49,934 

役員退職慰労引当金
繰入額 

7,300 

  

 
給料手当 509,310千円

賞与引当金繰入額 207,835 

退職給付費用 48,790 

役員退職慰労引当金
繰入額 

7,730 

  

 
給料手当 982,348千円

賞与引当金繰入額 192,184 

退職給付費用 100,065 

役員退職慰労引当金
繰入額 

14,670 

  
 ２ 租税特別措置法上の準備金の取扱い  ───── ───── 

 中間連結会計期間における納付額及び

法人税等調整額は、当連結会計年度にお

いて予定されている利益処分による買替

資産圧縮積立金の積立及び取崩しを前提

として、当中間連結会計期間に係る金額

を算定しております。 

───── 

 

 

───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
※３ 支払不要債務戻入益は,従来､流動負
債の「その他」に計上していた債務に
つき、当中間連結会計期間において､
時効が成立しましたので､当該債務を
戻入れたものであります。 
 

※４ 減損損失 
 

(1)減損損失を認識した資産グループ 
 
場所 用途 種類 金額 

千葉県
市原市

遊休資
産 

土地 18,405 
千円

 
(2)資産のグルーピングの方法 

当社グループでは、継続的に損益の把握

を実施している管理会計上の単位である事

業グループ別にグルーピングを行っており

ます。ただし、将来の使用が見込まれてい

ない遊休資産などは、個別の資産グループ

として取り扱っております。 

(3)減損損失の認識に至った経緯 

当該資産グループは、事業の用に供し

ていない遊休資産であり、市場価格が帳簿

価額に対して著しく下落したため減損損失

を認識しました。 

(4)回収可能価額の算定 

遊休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、専門業者等

の適切と考えられる第三者から入手した情

報をもとに算出した合理的な価額により評

価しております。 

 

 

 

 

 

 

───── 

 

 

───── 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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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３月１日 至 平成18年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 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 

 

3,609,000 

 

－

 

－ 

 

3,609,000

合計 3,609,000 － － 3,609,000

自己株式 

 普通株式 

 

2,720 

 

40

 

－ 2,760

合計 2,720 40 － 2,760

 

（注）自己株式の普通株式の増加40株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

1株あたり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成18年５月30日

定時株主総会 
普通株式 86,551 24 平成18年２月28日 平成18年５月31日

 

(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 

   該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

－  － 
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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３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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８月31日現在） （平成18年８月31日現在） （平成18年２月28日現在）
 
現金及び預金勘定  259,562千円 

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

 △50,000 

現金及び現金同等物  209,562 
  

 
現金及び預金勘定  189,336千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

 △50,000 

現金及び現金同等物  139,336 
  

 
現金及び預金勘定  209,512千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

 △50,000 

現金及び現金同等物  159,512 
  

 

－  － 
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．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

却累計額相当額及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

却累計額相当額及び期末残高相当額 
 

 

取
額
額
(

減
却
額

中
末
相
(

得価
相当
 
千円) 

額
(

価償
累計
相当
 
千円)

間期
残高
当額 
千円) 

工 3具器具備品 63,522 32,628 0,894 

車 3 1 1両運搬具 ,258 ,738 ,520 

ソ 3フトウエア 16,992 13,594 ,398 

合 8 3計 3,772 47,959 5,813 

  

 

 

取
額
額
(

減
却
額
額
(

中
末
相
(

得価
相当
 
千円)

価償
累計
相当
 
千円)

間期
残高
当額
千円)

工 6 3 3具器具備品 9,576 4,393 5,183

車 3 2 8両運搬具 ,258 ,389 69

ソ 1 1 －フトウエア 6,992 6,992

合 8 5 3計 9,826 3,775 6,052

  

 

 

取
額
額
(

減
却
額

期
高
額
(

得価
相当
 
千円) 

額
(

価償
累計
相当
 
千円)

末残
相当
 
千円)

工 4具器具備品 73,212 31,548 1,664

車 3 2 1両運搬具 ,258 ,063 ,195

ソ 1フトウエア 16,992 15,293 ,699

合 9 4計 3,462 48,904 4,558

  
 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

同左  （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。 

(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 
 

１年内 14,373千円 

１年超 21,440千円 

合計 35,813千円 
  

 
１年内 12,392千円

１年超 23,660千円

合計 36,052千円
  

 
１年内 14,988千円

１年超 29,570千円

合計 44,558千円
  

 （注） 未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

同左  （注） 未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 
 

支払リース料 7,790千円 

減価償却費相当額 7,790千円 
  

 
支払リース料 8,506千円

減価償却費相当額 8,506千円
  

 
支払リース料 16,937千円

減価償却費相当額 16,937千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）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 

 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

同左 

 

－  － 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年８月31日） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 34,180 96,136 61,956 

合計 34,180 96,136 61,956 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 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 70,617 

優先株式 50,000 

割引金融債 300 

投資事業有限責任組合出資金 20,000 

 

当中間連結会計期間末（平成18年８月31日） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 34,334 138,855 104,521 

合計 34,334 138,855 104,521 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 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 70,617 

優先株式 50,000 

投資事業有限責任組合出資金 19,494 

 

 

－  － 

 

３４



 

前連結会計年度（平成18年２月28日） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 34,256 140,519 106,263 

合計 34,256 140,519 106,263 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 70,617 

優先株式 50,000 

投資事業有限責任組合出資金 19,494 

 

（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

前中間連結会計期間末（平成17年８月31日） 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引がないため、記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年８月31日） 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引がないため、記載を省略しております。 

 

前連結会計年度（平成18年２月28日） 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引がないため、記載を省略しております。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

 該当事項はありません。 

 

 

－  － 

 

３５



（セグメント情報） 

【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３月１日 至 平成17年８月31日） 

 
化学品事業 
（千円） 

賃貸ビル事業
（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 5,337,414 31,507 5,368,921 － 5,368,921

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － －

計 5,337,414 31,507 5,368,921 － 5,368,921

営業費用 5,027,102 15,899 5,043,002 － 5,043,002

営業利益 310,312 15,607 325,919 － 325,919

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、販売方法及び製品の種類、性質、製造方法の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

化学品事業………………高真空ポンプ油、難燃性作動液、ダイカスト用潤滑剤、切削油剤、高温用潤滑

油、ハードディスク表面潤滑剤、流動パラフィン、スルホネート、ホットメル

ト接着剤、その他 

賃貸ビル事業……………賃貸ビル経営 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

 
化学品事業 
（千円） 

賃貸ビル事業
（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 6,286,526 31,015 6,317,542 － 6,317,542

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － －

計 6,286,526 31,015 6,317,542 － 6,317,542

営業費用 5,882,951 14,635 5,897,586 － 5,897,586

営業利益 403,575 16,380 419,956 － 419,956

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、販売方法及び製品の種類、性質、製造方法の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

化学品事業………………高真空ポンプ油、難燃性作動液、ダイカスト用潤滑剤、切削油剤、高温用潤滑

油、ハードディスク表面潤滑剤、流動パラフィン、スルホネート、ホットメル

ト接着剤、その他 

賃貸ビル事業……………賃貸ビル経営 

 

－  － 
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前連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

 
化学品事業 
（千円） 

賃貸ビル事業
（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 11,274,346 62,686 11,337,032 － 11,337,032

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － －

計 11,274,346 62,686 11,337,032 － 11,337,032

営業費用 10,601,796 32,087 10,633,883 － 10,633,883

営業利益 672,550 30,599 703,149 － 703,149

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、販売方法及び製品の種類、性質、製造方法の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

化学品事業………………高真空ポンプ油、難燃性作動液、ダイカスト用潤滑剤、切削油剤、高温用潤滑

油、ハードディスク表面潤滑剤、流動パラフィン、スルホネート、ホットメル

ト接着剤、その他 

賃貸ビル事業……………賃貸ビル経営 

 

【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３月１日 至 平成17年８月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

－  － 
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【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日） 

 アジア 北米 その他 計 

Ⅰ．海外売上高（千円） 675,535 144,353 5,728 825,616

Ⅱ．連結売上高（千円）  5,368,921

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

12.6 2.7 0.1 15.4

（注）１．地域区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア………………タイ、台湾、インドネシア、中国、韓国 

北米 ………………米国  

その他………………ドイツ  

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

 アジア 北米 その他 計 

Ⅰ．海外売上高（千円） 933,476 136,824 3,579 1,073,879

Ⅱ．連結売上高（千円）  6,317,542

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

14.8 2.2 0.0 17.0

（注）１．地域区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア………………タイ、中国、台湾、マレーシア、シンガポール 

北米 ………………米国  

その他………………ドイツ  

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

前連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

 アジア 北米 その他 計 

Ⅰ．海外売上高（千円） 1,553,202 323,044 7,096 1,883,341

Ⅱ．連結売上高（千円） － － － 11,337,032

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

13.7 2.8 0.1 16.6

（注）１．地域区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア………………中国、台湾、韓国、インドネシア、タイ 

北米 ………………米国 

その他………………ドイツ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

－  － 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

  

１株当たり純資産額 856円47銭 

１株当たり中間純利益
金額 

 
47円31銭 

  

  

１株当たり純資産額 984円20銭

１株当たり中間純利益
金額 67円38銭

  

  

１株当たり純資産額 940円11銭

１株当たり当期純利益
金額 117円96銭

  
 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

式がないため記載しておりません。 

 

 当社は、平成17年４月20日付で株式

1株につき５株の株式分割を行ってお

ります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

前
期

前
中間連結会計
間 

連結会計年度 

１
産

１
産

株当たり純資
額 

株当たり純資
額 

6 836円27銭 28円96銭 

１
純 純
株当たり中間 １
利益金額 

株当たり当期 
利益金額 

7 11円07銭 26円02銭 

潜
１
純

潜
１
純

在株式調整後
株当たり中間
利益金額 

在株式調整後
株当たり当期
利益金額 

－ －  

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額については、

潜在株式がないため記載しておりま

せん。 

 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

式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

 

当社は、平成17年４月20日付で株

式1株につき５株の株式分割を行って

おります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

 

１株当たり純資産額 

828円96銭
１株当たり当期純利益金額 

126円02銭

潜在株式調整後１株当たり        

当期純利益金額 

－ 

  

（注）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。 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 170,618 242,990 437,384 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 11,984 

（うち利益処分による役員賞与金） － － (11,984) 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

170,618 242,990 425,400 

期中平均株式数（株） 3,606,440 3,606,264 3,606,400 

－  － 
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（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

 

－  － 
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生産、受注および販売の状況 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間における生産実績を化学品事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前年同期比（％） 

化学品事業   

特殊潤滑油部門（千円） 2,205,468 104.5 

合成潤滑油部門（千円） 540,395 115.0 

素材部門（千円） 1,610,348 143.2 

ホットメルト接着剤部門（千円） 1,211,140 109.8 

その他（千円） 21,669 161.8 

合計（千円） 5,589,020 115.9 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2）受注状況 

 当社グループの化学品事業は、主として見込み生産を行っているため、受注状況は記載しておりません。 

 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前年同期比（％） 

化学品事業   

特殊潤滑油部門（千円） 2,248,441 109.5 

合成潤滑油部門（千円） 526,905 111.5 

素材部門（千円） 1,522,740 138.5 

ホットメルト接着剤部門（千円） 1,254,839 109.2 

その他（千円） 733,602 130.2 

化学品事業計（千円） 6,286,526 117.8 

賃貸ビル事業（千円） 31,015 98.4 

合計（千円） 6,317,542 117.7 

 

－  － 
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 （注）１．前中間連結会計期間および当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績および当該販売実績

に対する割合は次のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

 

相手先 

金額（千円） 割合 金額（千円） 割合 

 松村石油株式会社 1,883,027 35.1％ 2,110,571 33.4 

２．化学品事業の内のその他の主なものは、当社グループ製品以外の転売品、廃水処理関連機器ならびに

分析試験サービスに関する売上であります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

－  － 
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