
１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

３．配当状況 

※ 上記の予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績

等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の７ページを

ご参照ください。 

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要
平成18年10月30日 

上 場 会 社 名 
 協和発酵工業株式会社 上場取引所 東証第一部 

コ ー ド  番  号   4151 本社所在都道府県 東京都 

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

代 表 者   役職名 取締役社長   
  氏 名 松田 譲   

問合せ先責任者 役職名 コーポレートコミュニケーション部長 TEL(03)3282-0009 
  氏 名 久我 哲郎       

中間決算取締役会開催日 平成18年10月30日 配当支払開始日 平成18年12月１日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）     

(1)経営成績                                 （百万円未満切捨て） 

  売 上 高 営業利益 経常利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 84,436 △10.8 10,791 38.6 16,274 51.0 

17年９月中間期 94,683 △18.3 7,784 △29.2 10,778 △7.8 

18年３月期 185,361   16,331 19,739   

  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９月中間期 14,099 150.5 34 17

17年９月中間期 5,627 △31.6 13 30

18年３月期 10,258   24 25

(注)①期中平均株式数 18年９月中間期 412,573,430株 17年９月中間期 423,095,143株 18年３月期 423,017,077株

  ②会計処理の方法の変更   無 

  ③売上高、営業利益、経常利益、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 

(2)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９月中間期 269,176 195,795 72.7 491 71 

17年９月中間期 281,946 199,970 70.9 472 73 

18年３月期 287,720 206,551 71.8 488 44 

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 398,141,651株 17年９月中間期 423,013,666株 18年３月期 422,878,283株

  ②期末自己株式数 18年９月中間期 36,101,904株 17年９月中間期 11,229,889株 18年３月期  11,365,272株

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

  売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益

    百万円  百万円 百万円  百万円

通 期 170,000  19,500 25,000 19,000

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 47円72銭  

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 中間期末 期末 年間

18年３月期 5.00 5.00 10.00

19年３月期（実績） 5.00 －
10.00

19年３月期（予想） － 5.00



６．個別中間財務諸表等 
(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  16,744   12,898   16,692   

２．受取手形 (注５) 7,806   7,076   6,998   

３．売掛金 (注５) 53,908   45,952   51,947   

４．有価証券  13,998   14,993   15,494   

５．たな卸資産  32,096   32,677   32,720   

６．繰延税金資産  5,973   3,648   4,955   

７．関係会社短期貸付
金  11,291   16,666   14,305   

８．その他  8,244   3,405   7,314   

貸倒引当金  △17   △14   △16   

流動資産合計   150,047 53.2  137,303 51.0  150,411 52.3 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 (注１)          

(1）建物  22,284   20,658   22,199   

(2）機械及び装置  9,705   9,962   9,919   

(3）その他  17,174   17,589   17,174   

計  49,164   48,210   49,293   

２．無形固定資産  134   130   132   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  32,773   34,421   38,233   

(2）関係会社株式  34,775   35,344   34,735   

(3）関係会社長期貸
付金  6,685   5,825   6,539   

(4）その他  9,256   8,939   9,324   

貸倒引当金  △708   △818   △768   

投資評価引当金  △180   △180   △180   

計  82,600   83,532   87,882   

固定資産合計   131,899 46.8  131,873 49.0  137,309 47.7 

資産合計   281,946 100.0  269,176 100.0  287,720 100.0 
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形 (注５) 1,564   1,682   1,446   

２．買掛金 (注５) 19,145   15,074   16,908   

３．短期借入金  10,255   10,248   10,253   

４．未払金 (注4.5) 12,405   12,633   12,687   

５．未払法人税等  3,152   1,354   1,938   

６．売上割戻引当金  957   783   1,051   

７．返品調整引当金  44   32   37   

８．販売促進引当金  683   682   718   

９．賞与引当金  －   2,387   2,408   

10．固定資産処分費用
引当金  943   －   －   

11．その他 (注５) 11,026   8,245   10,509   

流動負債合計   60,177 21.4  53,124 19.8  57,958 20.1 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金  16   11   11   

２．繰延税金負債  228   2,721   4,144   

３．退職給付引当金  20,700   16,874   18,496   

４．固定資産処分費用
引当金  262   －   －   

５．その他  589   650   557   

固定負債合計   21,798 7.7  20,257 7.5  23,210 8.1 

負債合計   81,975 29.1  73,381 27.3  81,169 28.2 
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   26,745 9.5  － －  26,745 9.3 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  43,180   －   43,180   

２．その他資本剰余金  4   －   6   

資本剰余金合計   43,185 15.3  － －  43,186 15.0 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  6,686   －   6,686   

２．任意積立金  99,115   －   99,115   

３．中間(当期)未処分
利益  20,069   －   22,585   

利益剰余金合計   125,871 44.6  － －  128,386 44.6 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   12,045 4.3  － －  16,226 5.7 

Ⅴ 自己株式   △7,875 △2.8  － －  △7,992 △2.8 

資本合計   199,970 70.9  － －  206,551 71.8 

負債及び資本合計   281,946 100.0  － －  287,720 100.0 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

 １．資本金   － －  26,745 9.9  － － 

 ２．資本剰余金           

   資本準備金  －   43,180   －   

   資本剰余金合計   － －  43,180 16.0  － － 

 ３．利益剰余金           

  (1)利益準備金  －   6,686   －   

  (2)その他利益剰余  
  金           

   特別償却準備金  －   464   －   

   固定資産圧縮積立 
 金  －   2,962   －   

   固定資産圧縮特別 
 勘定積立金  －   279   －   

   別途積立金  －   100,424   －   

   繰越利益剰余金  －   29,547   －   

   利益剰余金合計   － －  140,364 52.2  － － 

 ４．自己株式   － －  △28,500 △10.6  － － 

  株主資本合計   － －  181,789 67.5  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

  その他有価証券評価 
差額金   － －  13,979 5.2  － － 

  評価・換算差額等合
計   － －  13,979 5.2  － － 

Ⅲ 新株予約権   － －  26 0.0  － － 

  純資産合計   － －  195,795 72.7  － － 

  負債純資産合計   － －  269,176 100.0  － － 
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(2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度の要約損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   94,683 100.0  84,436 100.0  185,361 100.0 

Ⅱ 売上原価   47,602 50.3  36,096 42.7  90,401 48.8 

返品調整引当金戻
入額   52 0.1  37 0.0  52 0.0 

返品調整引当金繰
入額   44 0.1  32 0.0  37 0.0 

売上総利益   47,089 49.7  48,343 57.3  94,975 51.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   39,304 41.5  37,552 44.5  78,644 42.4 

営業利益   7,784 8.2  10,791 12.8  16,331 8.8 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  41   93   104   

２．受取配当金  1,839   5,674   1,971   

３．匿名組合持分利益  1,756   －   2,221   

４．その他  673 4,311 4.6 622 6,390 7.6 1,522 5,820 3.1 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  76   78   151   

２．その他  1,240 1,317 1.4 829 908 1.1 2,260 2,412 1.3 

経常利益   10,778 11.4  16,274 19.3  19,739 10.6 

Ⅵ 特別利益           

１．関係会社株式売却 
  益  －   3,798   －   

２．固定資産売却益 (注１) 1,483   594   1,509   

３．貸倒引当金戻入額  2   10   3   

４．固定資産処分費用 
  引当金戻入額  －   －   587   

５．投資有価証券売却 
  益  3 1,489 1.6 － 4,403 5.2 41 2,141 1.2 

Ⅶ 特別損失           

１．減損損失 (注２) 738   1,743   738   

２．工業用水負担金 (注３) －   777   －   

３．早期転進支援費用  2,727 3,465 3.7 191 2,712 3.2 4,533 5,272 2.8 

税引前中間(当期)
純利益   8,802 9.3  17,964 21.3  16,608 9.0 

法人税、住民税及
び事業税  2,600   2,440   3,710   

法人税等調整額  575 3,175 3.4 1,425 3,865 4.6 2,640 6,350 3.5 

中間(当期)純利益   5,627 5.9  14,099 16.7  10,258 5.5 

前期繰越利益   14,442   －   14,442  

中間配当額   －   －   2,115  

中間(当期)未処分
利益   20,069   －   22,585  
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(3) 中間株主資本等変動計算書 
当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30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 
資本準備金 

その他 
資本剰余金 

利益準備金 
その他利益剰 
余金（注１） 

平成18年３月31日 残高 

（百万円）
26,745 43,180 6 6,686 121,700 △7,992 190,325 

中間会計期間中の変動額        

積立金等の取崩し（注２）         －   － 

積立金等の積立て（注２）         －   － 

当中間会計期間に係る 

積立金等の取崩し 
        －   － 

当中間会計期間に係る 

積立金等の積立て 
        －   － 

剰余金の配当（注２）         △2,114   △2,114 

中間純利益         14,099   14,099 

自己株式の取得           △20,529 △20,529 

自己株式の処分     △6   △6 21 8 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
              

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円）
－ － △6 － 11,978 △20,507 △8,535 

平成18年９月30日 残高 

（百万円）
26,745 43,180 － 6,686 133,678 △28,500 181,789 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円）
16,226 16,226 － 206,551 

中間会計期間中の変動額     

積立金等の取崩し（注２）   －   － 

積立金等の積立て（注２）   －   － 

当中間会計期間に係る 

積立金等の取崩し 
  －   － 

当中間会計期間に係る 

積立金等の積立て 
  －   － 

剰余金の配当（注２）   －   △2,114 

中間純利益   －   14,099 

自己株式の取得   －   △20,529 

自己株式の処分   －   8 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△2,246 △2,246 26 △2,220 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円）
△2,246 △2,246 26 △10,756 

平成18年９月30日 残高 

（百万円）
13,979 13,979 26 195,795 
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注１.その他利益剰余金の内訳 

注２.平成18年６月28日の定時株主総会における利益処分の項目であります。 

 災害準備金 研究基金
特別償却
準備金 

固定資産
圧縮積立金 

固定資産
圧縮特別勘定
積立金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円）
200 325 372 2,756 37 95,424 22,585 121,700 

中間会計期間中の変動額         

積立金等の取崩し（注２） △200 △325 △133 △396 △37   1,092 － 

積立金等の積立て（注２）     319 298 517 5,000 △6,135 － 

当中間会計期間に係る 

積立金等の取崩し 
    △93 △140 △238   472 － 

当中間会計期間に係る 

積立金等の積立て 
      445     △445 － 

剰余金の配当（注２）             △2,114 △2,114 

中間純利益             14,099 14,099 

自己株式の取得                 

自己株式の処分             △6 △6 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額) 
                

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円）
△200 △325 92 206 241 5,000 6,962 11,978 

平成18年９月30日 残高 

（百万円）
－ － 464 2,962 279 100,424 29,547 133,678 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項  目 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

同   左 

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

同   左 

 子会社株式及び関連会社株

式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格

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） 

子会社株式及び関連会社株

式 

同   左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（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） 

子会社株式及び関連会社株

式 

同   左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価

は移動平均法により算

定） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同   左 

時価のないもの 

同   左 

 (2) たな卸資産 

  商品、製品、副産物、半製 

  品、原料、容器 

 ………総平均法に 

 よる原価法 

仕掛品………先入先出法に 

 よる原価法 

貯蔵品………最終仕入原価 

  法(ただし、 

  燃料、試作品 

  については総 

 平均法による 

  原価法） 

(2) たな卸資産 

 商品、製品、半製品、原材

 料 

 ………総平均法に 

 よる原価法 

仕掛品………先入先出法に 

 よる原価法 

貯蔵品………最終仕入原価 

  法(ただし、 

  燃料、試作品 

  については総 

 平均法による 

  原価法） 

(2) たな卸資産 

 商品、製品、副産物、半製

 品、原材料 

 ………総平均法に 

 よる原価法 

仕掛品………先入先出法に 

 よる原価法 

貯蔵品………最終仕入原価 

  法(ただし、 

  燃料、試作品 

  については総 

 平均法による 

  原価法） 

２．固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物

（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    ：15～50年

機械及び装置:４～15年

(1) 有形固定資産 

同   左 

(1) 有形固定資産 

同   左 

 (2) 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては社内に

おける利用可能期間（３

～５年）に基づく定額法

を採用しております。 

(2) 無形固定資産 

定額法 

(2) 無形固定資産 

定額法 
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項  目 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に

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。 

(1) 貸倒引当金 

同   左 

(1) 貸倒引当金 

同   左 

 (2) 投資評価引当金 

子会社等に対する投資の

価値の減少による損失に

備えるため、投資先の資

産状態等を勘案して計上

しております。 

(2) 投資評価引当金 

同   左 

(2) 投資評価引当金 

同   左 

 (3) 売上割戻引当金 

医薬品の中間期末売掛金

に対して将来発生する売

上割戻に備えるため、当

中間期末売掛金に売上割

戻見込率を乗じた相当額

を計上しております。 

(3) 売上割戻引当金 

同   左 

(3) 売上割戻引当金 

医薬品の期末売掛金に対

して将来発生する売上割

戻に備えるため、当期末

売掛金に売上割戻見込率

を乗じた相当額を計上し

ております。 

 (4) 返品調整引当金 

中間期末日以降予想され

る返品による損失に備え

るため、法人税法の規定

に基づく繰入限度相当額

を計上しております。 

(4) 返品調整引当金 

同   左 

(4) 返品調整引当金 

期末日以降予想される返

品による損失に備えるた

め、法人税法の規定に基

づく繰入限度相当額を計

上しております。 

 (5) 販売促進引当金 

医薬品の中間期末特約店

在庫に対して将来発生す

る販売促進諸経費に備え

るため、当中間期末特約

店在庫金額に実績経費率

を乗じた金額を計上して

おります。 

(5) 販売促進引当金 

同   左 

(5) 販売促進引当金 

医薬品の期末特約店在庫

に対して将来発生する販

売促進諸経費に備えるた

め、当期末特約店在庫金

額に実績経費率を乗じた

金額を計上しておりま

す。 
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項  目 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

 ⑥    ────── 

  

  

  

(6) 賞与引当金 

従業員への賞与の支給に

備えるため、賞与支給見

込額のうち当中間会計期

間に帰属する額を計上し

ております。 

（追加情報） 

従来、未払従業員賞与に

ついては、流動負債の

「その他」に含めて表示

しておりましたが、賞与

制度の見直しに伴い、中

間財務諸表作成時におい

て従業員への賞与支給額

が確定しないこととなっ

たため、「未払従業員賞

与の財務諸表における表

示科目について」（日本

公認会計士協会リサー

チ・センター審理情報 

No.15）に基づき、当中

間会計期間から「賞与引

当金」として区分掲記し

ております。なお、前中

間会計期間末の「その

他」に含まれている未払

従業員賞与の金額は 

2,732百万円でありま

す。 

(6) 賞与引当金 

従業員への賞与の支給に

備えるため、賞与支給見

込額のうち当事業年度に

帰属する額を計上してお

ります。 

（追加情報） 

従来、未払従業員賞与に

ついては、流動負債の

「その他」に含めて表示

しておりましたが、賞与

制度の見直しに伴い、財

務諸表作成時において従

業員への賞与支給額が確

定しないこととなったた

め、「未払従業員賞与の

財務諸表における表示科

目について」（日本公認

会計士協会リサーチ・セ

ンター審理情報No.15）

に基づき、当事業年度か

ら「賞与引当金」として

区分掲記しております。

なお、前事業年度の「そ

の他」に含まれている未

払従業員賞与の金額は

2,966百万円でありま

す。 

 (7) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

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。 

過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法

により処理しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各

事業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

（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から

処理することとしており

ます。 

(7) 退職給付引当金 

同   左 

(7) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法

により費用処理しており

ます。 

数理計算上の差異は、各

事業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

（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から

費用処理することとして

おります。 
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項  目 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

 (8) 役員退職慰労引当金 

（追加情報） 

当社は従来、役員(執行

役員を含む)の退職慰労

金の支出に備えるため、

中間期末の引当金残高が

内規に基づく必要額とな

るよう計上しておりまし

たが、経営改革の一環と

して役員の報酬制度の全

面的な見直しを行った結

果、平成17年６月28日の

定時株主総会の日をもっ

て、役員退職慰労金制度

を廃止いたしました。な

お、当該総会までの期間

に対応する役員退職慰労

金相当額404百万円につ

いては、退職時に支給す

るため固定負債の「その

他」に含めて表示してお

ります。 

(8)   ────── (8) 役員退職慰労引当金 

（追加情報） 

従来、役員(執行役員を

含む)の退職慰労金の支

出に備えるため、期末の

引当金残高が内規に基づ

く必要額となるよう計上

しておりましたが、経営

改革の一環として役員の

報酬制度の全面的な見直

しを行った結果、平成17

年６月28日の定時株主総

会の日をもって、役員退

職慰労金制度を廃止いた

しました。なお、当該総

会までの期間に対応する

役員退職慰労金相当額 

404百万円については、

退職時に支給するため固

定負債の「その他」に含

めて表示しております。 

 (9）固定資産処分費用引当金 

事業持株会社制への移行

を契機として、組織再編

後の体制における固定資

産の活用可能性を検討し

た結果、整理処分するこ

とを決定した固定資産に

つき、将来発生する撤去

費等の処分費用に備える

ため、その処分費用見込

額を計上しております。 

(9）   ────── 

  

(9）   ────── 

  

４．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 
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項  目 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

５．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 (1) ヘッジ会計の方法 
 繰延ヘッジ会計の適用を

原則としております。な

お、振当処理が可能なも

のは振当処理を行ってお

ります。 

同   左 同   左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

外貨建債権債務及び外貨

建予定取引については為

替予約取引及び通貨スワ

ップ取引をヘッジ手段と

しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同   左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同   左 

 (3) ヘッジ方針 

当社は、通常業務を遂行

する上で発生する為替あ

るいは金利の変動リスク

を管理する目的でデリバ

ティブ取引を利用してお

ります。投機を目的とす

るデリバティブ取引は行

わない方針です。なお、

当社は取引の対象物の価

格の変動に対する当該取

引の時価の変動率の大き

いレバレッジ効果のある

デリバティブ取引は利用

しておりません。当社

は、基本方針及び社内規

程に従ってデリバティブ

取引を行っております。 

(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 

比率分析の適用を原則と

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 

６．その他中間財務諸

表（財務諸表）作

成のための基本と

なる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理方法 

税抜方式を採用しており

ます。 

(1) 消費税等の会計処理方法 

同   左 

(1) 消費税等の会計処理方法 

同   左 

(2) 税額計算における諸準備

   金等の取扱いについて 

中間会計期間に係る法人

税、住民税及び事業税並

びに法人税等調整額は、

当事業年度において予定

している利益処分による

特別償却準備金、固定資

産圧縮積立金並びに固定

資産圧縮特別勘定積立金

の積立及び取崩しを前提

として、当中間会計期間

に係る金額を計算してお

ります。 

(2)    ────── (2)    ────── 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、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。これにより減損損

失738百万円を計上したため、税引前

中間純利益は同額減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改

正後の中間財務諸表等規則に基づき各

資産の金額から直接控除しておりま

す。 

 ────────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。これにより減損損

失738百万円を計上したため、税引前

当期純利益は同額減少しております。

なお、減損損失累計額については、改

正後の財務諸表等規則に基づき各資産

の金額から直接控除しております。 

 ──────── （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、195,769百万円でありま

す。なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 ──────── 

 ──────── （ストック・オプション等に関する会

計基準） 

当中間会計期間より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業

会計基準第８号 平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第11号 平成18年５月31

日）を適用しております。これにより

営業利益、経常利益及び税引前中間純

利益は、それぞれ26百万円減少してお

ります。  

 ──────── 
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表示方法の変更  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間において、投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました匿名組合への出資（当中間会

計期間末578百万円）については、証券取引法の改正及び

「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会

会計制度委員会報告第14号）の改正により、当中間会計期

間から「投資有価証券」に含めております。 

──────── 

  

（中間損益計算書関係） ──────── 

１．前中間会計期間において、営業外収益の「その他」に

含めて表示しておりました「匿名組合持分利益」は当

中間会計期間から区分掲記しております。なお、前中

間会計期間の営業外収益の「その他」に含まれている

「匿名組合持分利益」は237百万円であります。 

２．前中間会計期間において、営業外費用に区分掲記して

おりました「有価証券評価損」は、金額の重要性が乏

しいため、当中間会計期間から営業外費用の「その

他」に含めております。なお、当中間会計期間の営業

外費用の「その他」に含まれている「有価証券評価

損」は26百万円であります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

注１．有形固定資産の減価償却累計額 注１．有形固定資産の減価償却累計額 注１．有形固定資産の減価償却累計額

156,261百万円 154,789百万円 156,494百万円

 ２．偶発債務  ２．偶発債務  ２．偶発債務 

(1) 銀行取引等に対する保証債務 (1) 銀行取引等に対する保証債務 (1) 銀行取引等に対する保証債務 

三宝酒造㈱ 230百万円 

従業員 19 

計 249 

協和発酵 

医薬（蘇州） 

有限公司 

1,024百万円

その他３件 1,209 

計 2,234 

上海協和アミノ

酸有限公司 
586百万円

その他３件 781 

計 1,368 

(2) 社債の債務履行引受契約に係る

偶発債務 

(2) 社債の債務履行引受契約に係る

偶発債務 

(2) 社債の債務履行引受契約に係る

偶発債務 

33,000百万円 33,000百万円 33,000百万円

 ３．受取手形割引高 64百万円  ３．受取手形割引高 88百万円  ３．受取手形割引高 67百万円

注４．消費税等の表示方法 

仮払消費税等と預り消費税等

は相殺のうえ、その差額215百

万円は「未払金」に含めて表

示しております。 

注４．消費税等の表示方法 

仮払消費税等と預り消費税等

は相殺のうえ、その差額396百

万円は「未払金」に含めて表

示しております。 

注４．    ────── 

  

  注５．中間会計期間末日満期手形等

の処理 

  

    中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してお

ります。なお、当中間会計期

間の末日は金融機関の休日で

あったため、次の中間会計期

間末日満期手形が、中間会計

期間末残高に含まれておりま

す。 

  

       受取手形 602百万円

  支払手形 381  

  流動負債の「そ

  の他」に含まれ

  る建設関係支払 

  手形 

12

  

     

    また、債権債務の一部につい

ては、手形と同様の期日条件

で現金決済する方式を用いて

おり、中間会計期間末日期日

のものが中間会計期間末残高

に含まれております。その主

なものは次のとおりでありま

す。 

  

       売掛金 1,001百万円

  買掛金 2,184  

  未払金 1,032  
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

注１．固定資産売却益の内訳 

土地 26百万円

建物 1,457 

注１．固定資産売却益の内訳 

土地 594百万円

    

注１. 固定資産売却益の内訳 

土地 26百万円

建物 1,482 

注２．減損損失 

当中間会計期間において、当社は以

下の資産について減損損失を計上し

ました。 

当社は、管理会計上の区分を基準に

資産のグルーピングを行っておりま

す。ただし、賃貸資産、遊休資産及

び売却予定資産については、それぞ

れの個別物件を基本単位として取り

扱っております。 

遊休土地（６箇所）については、市

場価格が著しく下落したため、ま

た、安全性研究所の建物の一部につ

いては、遊休状態になり、将来の用

途が定まっていないため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に計

上しております。なお、回収可能価

額は正味売却価額を使用し、遊休土

地については固定資産税評価額を合

理的に調整した価額により評価して

おり、売却が困難である遊休建物に

ついては備忘価額をもって評価して

おります。 

場所 用途 種類 
減損金額 

(百万円) 

鳥取県西伯郡

伯耆町土地等

６箇所 

遊休資産土地 186

安全性研究所

(山口県宇部

市) 

遊休資産建物 551

注２．減損損失 

当中間会計期間において、当社は以

下の資産グループについて減損損失

を計上しました。 

当社は、管理会計上の区分を基準に

資産のグルーピングを行っておりま

す。ただし、賃貸資産、遊休資産及

び処分予定資産については、それぞ

れの個別物件を基本単位として取り

扱っております。 

処分予定資産（３箇所）について

は、売却又は除却処分予定となった

ため、遊休資産（２箇所）について

は、遊休状態又は稼動休止見込みに

なり、将来の用途が定まっていない

ため、それぞれの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上してお

ります。なお、回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、売却

が困難である遊休資産等については

備忘価額をもって評価しておりま

す。 

場所 用途 種類 
減損金額

(百万円)

医薬東京物流

センター等３

箇所（東京都

板橋区等） 

処分

予定

資産 

建物、機

械装置等
814

防府工場等２

箇所（山口県

防府市等） 

遊休

資産 

建物、機

械装置等
928

注２．減損損失 

当事業年度において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計

上しました。 

当社は、管理会計上の区分を基準に

資産のグルーピングを行っておりま

す。ただし、賃貸資産、遊休資産及

び処分予定資産については、それぞ

れの個別物件を基本単位として取り

扱っております。 

遊休土地（６箇所）については、市

場価格が著しく下落したため、ま

た、安全性研究所の建物の一部につ

いては、遊休状態になり、将来の用

途が定まっていないため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に計

上しております。なお、回収可能価

額は正味売却価額により測定してお

り、遊休土地については固定資産税

評価額を合理的に調整した価額によ

り評価し、売却が困難である遊休建

物については備忘価額をもって評価

しております。 

場所 用途 種類
減損金額

(百万円)

鳥取県西伯郡

伯耆町土地等

６箇所 

遊休資産土地 186

安全性研究所

(山口県宇部

市) 

遊休資産建物 551

注３．      ──────── 注３．工業用水負担金 

工業用水負担金は、防府工場の山口

県との工業用水道契約量の一部を返

還したことに伴い発生した負担金

（補償金）であります。 

注３．      ──────── 

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額  ４. 減価償却実施額 

有形固定資産 2,540百万円

無形固定資産 6 

有形固定資産 2,544百万円

無形固定資産 1 

有形固定資産 5,407百万円

無形固定資産 7 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

  当中間会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  注１．普通株式の自己株式の株式数の増加24,767,022株は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加 

     24,626,000株、単元未満株式の買取りによる増加141,022株であります。 

  注２．普通株式の自己株式の株式数の減少30,390株は、ストック・オプションの行使に伴う減少19,000株、単元未 

     満株式の売渡しによる減少11,390株であります。 

（リース取引関係） 

  ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

（有価証券関係） 

  前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるも

  のはありません。 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間 
 増加株式数（株）

当中間会計期間 
 減少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

普通株式（注１.２） 11,365,272 24,767,022 30,390 36,101,904 

合計 11,365,272 24,767,022 30,390 36,101,904 
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（１株当たり情報） 

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

 あります。 

 ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 472.73円

１株当たり中間純利益 13.30円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益 
13.30円

１株当たり純資産額 491.71円

１株当たり中間純利益 34.17円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益 
34.16円

１株当たり純資産額 488.44円

１株当たり当期純利益 24.25円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
24.24円

  前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益    

中間(当期)純利益(百万円) 5,627 14,099 10,258 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － － 

普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円) 5,627 14,099 10,258 

期中平均株式数(株) 423,095,143 412,573,430 423,017,077 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益    

普通株式増加数(株） 88,554 197,261 110,691 

(うち新株予約権(株)) (88,554) (197,261) (110,691)

  前中間会計期間末 

平成17年９月30日 

当中間会計期間末 

平成18年９月30日 

前事業年度末 

平成18年３月31日 

純資産の部の合計額(百万円) － 195,795 － 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
－ (26) － 

（うち新株予約権） (－) (26) (－) 

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（百万円） 
－ 195,769 － 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

中間期末（期末）の普通株式の数（株） 
－ 398,141,651 － 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

 ――――――  ―――――― 当社は、平成18年４月28日開催の取締

役会において、下記のとおり当社の持

分法適用関連会社である株式会社武蔵

野化学研究所の株式を同社に譲渡する

ことを決議いたしました。 

  (1) 株式譲渡の理由 

      当社と当該関連会社との取引関 

   係が薄れてきたため、当社グル 

      ープにおける同社の位置付けな 

      どについて総合的に見直しを行 

      った結果、当社の保有する同社 

      全株式を同社に譲渡することと 

      したものです。 

  (2) 株式譲渡先 

   株式会社武蔵野化学研究所   

  (3) 譲渡の時期 

    平成18年６月（予定） 

  (4) 当該関連会社の概要 

     ① 名称 

     株式会社武蔵野化学研究所 

    ② 住所 

    東京都中央区 

     ③ 代表者の氏名 

        代表取締役 濱野 一衛 

    ④ 資本金 

    237百万円 

     ⑤ 事業の内容 

        有機合成化学製品の製造販売 

  (5) 譲渡する株式の数、譲渡価 

   額、譲渡損益及び譲渡前後の持 

   分比率 

    ① 譲渡する株式の数 

        1,188,000株         

       （当社保有の全株式） 

     ② 譲渡価額          

        3,801百万円（予定） 

     ③ 譲渡益          

        3,744百万円（予定） 

     ④ 譲渡前の持分比率        

        25.0％ 

     ⑤ 譲渡後の持分比率        

        －％ 
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