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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 3,705 (20.5) 512 (35.7) 520 (33.9) 

17年９月中間期 3,075 ( △4.7) 377 ( △10.9) 388 ( △8.6)

18年３月期 7,210 901 913

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９月中間期 309 (39.2) 64 51 － －

17年９月中間期 222 (△13.4) 46 33 － －

18年３月期 533 109 29 － －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円
②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期4,799,009株 17年９月中間期 4,799,576株 18年３月期 4,799,387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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 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 9,967 8,781 88.1 1,829 82

17年９月中間期 9,493 8,335 87.8 1,736 77

18年３月期 10,019 8,648 86.3 1,800 21

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 4,798,946株 17年９月中間期 4,799,387株 18年３月期  4,799,387株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 △243 △134 △168 366

17年９月中間期 417 △316 △144 1,006

18年３月期 886 △879 △144 912

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

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

(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） －社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 6,800 770 444

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　92円　52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６ページを参照して下さい。

－ 1 －



１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社と親会社（日本油脂㈱）及び連結子会社（㈱カクタス）と非連結

子会社（㈱サーモ）、関連会社（㈱テルモ及び㈱サイエンステクノロジートレーディング）により構成され、化学品、

火工品、機器類等の製品の製造販売を主な事業内容とし、事業活動を展開しております。

　当社グループの事業に係る位置づけは次のとおりであります。

化学品事業　　当社が製造販売するほか、化工材の一部を日本油脂㈱から生産を受託しております。

温度管理用示温材、医療滅菌用資材用材料の一部を関連会社の㈱テルモに支給し、製品を仕入れてお

ります。

温度管理用示温材、建設資材の一部を子会社の㈱カクタスに販売しております。

温度管理用示温材を子会社の㈱サーモに販売しております。

火工品事業　　当社が製造販売するほか、ロケット用火工品の一部は日本油脂㈱から生産を受託しております。

機器類事業　　当社が製造販売するほか、機器類「その他」の一部を関連会社の㈱サイエンステクノロジートレーディ

ングに販売しております。

機器類「その他」の製品の一部を関連会社の㈱サイエンステクノロジートレーディングより仕入れて

おります。

　事業の系統図は次のとおりであります。

製
　
品

材
　
料

製
　
品

仕
入
製
品

材
　
料

製
　
品

(株)カクタス
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(株)テルモ 子会社 (株)サーモ

親会社 日本油脂(株)

得 意 先

製
　
　
品

製
　
　
品

関連会社 連結子会社

日 油 技 研 工 業 ( 株 )
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

①　当社グループは社会情勢の変化に即応し得る企業体質を維持し積極的な経営を展開する

②　創意と工夫により独特な商品を生み出し社業の拡大をはかる

③　社会に有益な商品を供給するなど企業としての社会的責任を果たす

　以上３点を基本方針としております。

　当社グループは上記基本方針のもと、これまで培ってまいりました技術、品質の弛まざる向上を今後も継続すると

共に、研究開発にも更に積極的に取組み一層の経営基盤の強化を図り、業績の向上に努めてまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけ、安定した経営基盤の確保と株主

資本利益率の向上に努めております。利益配当につきましては、当該決算期の業績と翌期以降の見通しを総合的に勘

案して、安定した配当の継続を維持しながら、業績に応じた配当を行うことを基本方針にしており、配当性向30％を

基準とする配当政策をとっております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社グループは、当社株式の流動性向上と株主数増加が重要な課題と認識しております。投資家の皆様がより投資

しやすい環境整備のため、株式の投資単位の引き下げを視野に入れておりますが、慎重に検討いたしているところで

あります。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは高収益体質を維持しつつ、業容拡大をしていくことを目指しており、売上高利益率を最も重要な経

営指標と考えております。

当社グループは、2007年度を最終年度とする中期経営計画において、最終年度に売上高6,670百万円、経常利益733百

万円とする目標を定め、その達成に取り組んでまいりました。しかしながら、当連結会計年度の実績や次期の見通し

から勘案しまして、計画立案時と状況の変化が著しいため、2007年度の目標を次のように修正して、その達成に取り

組んでまいります。

2007年度目標  　　売上高　　　　　7,170百万円

経常利益　　　　　850百万円

(5）中長期的な会社の経営戦略

　お客様のご要望に迅速にお応えする「新商品」とお客様からの「信頼」を柱にし、既存事業の強化進展を継続する

と共に、次の３項目を重点実施事項として取り組んでまいります。

①　新製品開発・新分野・新事業開拓の推進

②　品質保証の確立・不具合防止・安全確保

③　コスト意識の徹底

　今後とも、顧客ニーズを先取りし、開発営業に注力して、経営の安定化と業容拡大を計ってまいります。

(6）会社の対処すべき課題

　当社グループは、ニッチ市場に向けた特殊な商品を、顧客要望に応じて開発展開して事業収益をあげる、ニッチ型

事業を主力としておりますが、当社グループが対象としてきた市場は成熟期を迎え、長期的には大きな成長を期待で

きず、縮小化の懸念もあるものと認識しております。そうした市場環境のもと、競合企業との価格競争はさら激化し

てくるものと予測しております。

　当社グループは、このような事業環境のなかで、新たな成長へ向かうべく、強固な事業基盤の構築を目指します。

このため

①「海洋から宇宙まで」の幅広い分野で培った商品開発力により、種々の差別化商品の市場投入を積極的に行い、既

存市場の掘り起こしと市場シェアの拡大を目指すと同時に、新規分野の開拓を推進してまいります。

②業務改善によりコスト低減を図り、コスト競争力を確保してまいります。

③成果主義に基づく新人事制度及びＥＲＰシステムを導入して、厳しい事業環境に耐え得る企業体質の実現を図って
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まいります。

(7）親会社等に関する事項

　①親会社等の商号

親会社等 属  性 
親会社等の議決権所有割合

(％) 

親会社が発行する株券が上場

されている証券取引所など 

 日本油脂株式会社 親会社 66.67
  株式会社東京証券取引所

  市場第一部

      ②親会社等との取引に関する事項

        当社は日本油脂株式会社の連結子会社であり、同社は当社議決権の66.67％(直接所有)を保有しております。

        同社とは営業取引面において、継続的で良好な関係にあり、今後とも取引上の関係強化を図ってまいります。

        同社グループに対する取引条件は、特別な条件や制約を設定しておりません。

        当社は、親会社等とは資本関係や取引面において緊密な関係にありますが、事業活動や経営判断において、

        自主経営を行なっており、事業運営面においての独立性は確保しております。

 （8）内部管理体制の整備・運用状況

      当該事項につきましては、別途（ ジャスダック証券取引所のウェブサイト、http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/）

　  開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載しておりますので、ご参照ください。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油高に牽引された原料価格の高騰の影響が懸念されるものの、企業

収益は改善し個人消費も回復しており、依然緩やかな回復基調にあります。

こうした状況の下で、当社グループは、生産性向上を図るとともに、新規分野の開拓や新規製品の開発に注力し、収

益の拡大に努めてまいりました。

　当社グループの当連結会計年度の予想では、前連結会計年度に比べ、減収減益となる見込みでありますが、当中間

連結会計期間は、特に受注品の出荷が前半に集中したこともあり、売上高は3,705百万円（前年同期比20.5％増）と大

幅に増収となり、営業利益は512百万円（同35.7％増）、経常利益は520百万円（同33.9％増）、中間純利益は309百万

円（同39.2％増）となりました。

　事業の種類別セグメントの概況は次の通りです。

①化学品事業

　温度管理用示温材は、電力会社向けでは、競争激化により販売価格の下落を余儀なくされましたが、食品分野な

どで需要が伸長したため、ほぼ前年同期なみとなりました。医療滅菌用資材では、滅菌バッグは前年に投入した新

製品TS-2000シリーズによる新規顧客獲得はあるものの、競合他社との競争が激化し、前年同期より減収となりまし

た。また滅菌カードもヨーロッパ市場の需要が縮小した影響が大きく、減収となりました。建設資材につきまして

は、トンネル掘削用補助資材は、公共投資の減少による受注減と原油高騰による原料高から苦戦を続けており、減

収となりました。無機系固着剤は、鉄道関係の耐震補強工事による需要増などから、大幅増収となりました。電設

工具類も、建設関係の需要に支えられ、増収となりました。化工材では、ガス発生剤が、防犯用インク噴射器など

防犯用途で伸長し、燻煙剤用点火具や焼尽材も受注が集中したため、増収となりました。

この結果、化学品事業の売上高は、2,893百万円（前年同期比18.5％増）となりました。

②火工品事業

　ロケット用火工品は中間連結会計期間に受注が集中した結果、火工品事業の売上高は、451百万円（前年同期比

68.2％増）となりました。

③機器類事業

　電設器材は、主力の地絡点表示器の定期交換需要が旺盛で、これに支えられ、増収となりました。海洋機器は、

前年度まで継続した大陸棚精査プロジェクトが一段落したため、このプロジェクト関連品の売上が減少して、当中

間連結会計期間は減収となりました。またその他の機器類も減収となりました。

この結果、機器類事業の売上高は、361百万円（前年同期比1.4％減）と減収となりました。

　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(2）財政状態

　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動や財務活

動による資金支出のほか、営業活動でも売上債権の増加や法人税等の支出により、資金を支出したため、前連結会計

年度末に比べ545百万円減少し、366百万円となりました。

　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通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において営業活動によって支出した資金は243百万円（前年同期は417百万円の資金獲得）とな

りました。

税金等調整前当期純利益は前年同期より120百万円増加して526百万円となり、棚卸資産が317百万円減少（前年同期は

108百万円の増加）しましたが、売上債権が556百万円増加（前年同期は554百万円の減少）しており、また法人税等の

支払額も前年同期より67百万円増加して215百万円となるなど資金支出が増加したためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において投資活動によって支出した資金は134百万円（前年同期に比べ182百万円減少）となり

ました。

これは、余剰資金を親会社が運営するキャッシュ・プーリング・システムに短期貸付しておりますが、この短期貸付

への支出が純額で150百万円減少したことと、固定資産の取得に要した資金が32百万円減少したことによるものであり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において財務活動によって支出した資金は168百万円（前年同期に比べ23百万円増加）となりま

した。

この支出の主たるものは、配当金の支払額であり、増加した要因は、配当金を30円から35円に増配したためでありま

す。

　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３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 86.6％ 84.6％ 87.8％ 86.3％ 88.1％

時価ベースの自己資本比率

（％）
56.1％ 61.7％ 61.9％ 65.4％ 58.3％

債務償還年数（年） ― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
― ― ― ― ―

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※　いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※　株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

(3）通期の見通し

　今後の見通しにつきましては、わが国経済は、原材料価格の上昇の影響が懸念されるものの、設備投資や個人消費

は堅調に推移し、緩やかながらも景気回復基調は維持されるものと予測しております。

このような状況の下、当社グループの通期見通しは、当初計画通りに推移するものと予想しており、現時点における

当連結会計年度通期の業績見通しといたしましては、売上高6,800百万円、経常利益770百万円、当期純利益444百万円

を見込んでおります。
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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９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30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３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 1,006,362 366,830  912,246

２．受取手形及び
売掛金

※２ 2,319,014 3,196,934  2,640,673

３．たな卸資産 1,644,601 1,369,615  1,686,741

４．短期貸付金 2,610,200 3,210,200  3,110,200

５．その他 417,849 410,961  203,194  

貸倒引当金 △30,349 △12,941  △11,168  

流動資産合計 7,967,679 83.9 8,541,600 85.7 573,921 8,541,887 85.3

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物及び構
築物

654,604 616,558  632,481

(2）機械装置及
び運搬具

263,653 248,047  270,048

(3）土地 63,280 63,280  63,280  

(4）建設仮勘定 4,625 2,779  1,456  

(5）その他 194,390 1,180,555 177,870 1,108,536 △72,018 168,487 1,135,754

２．無形固定資産 24,388 18,070 △6,317 21,812

３．投資その他の
資産

 

(1）投資有価証
券

143,482 148,027  147,471

(2）その他 190,461 166,128  189,740

貸倒引当金 △12,803 321,139 △15,246 298,909 △22,230 △17,351 319,860

固定資産合計 1,526,082 16.1 1,425,515 14.3 △100,566 1,477,427 14.7

資産合計 9,493,761 100.0 9,967,116 100.0 473,354 10,019,315 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30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３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 327,486 268,828  398,844

２．未払法人税等 164,613 209,817  225,126

３．賞与引当金 257,698 256,016  262,729

４．その他 178,039 281,793  264,910

流動負債合計 927,837 9.8 1,016,455 10.2 88,617 1,151,611 11.5

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当
金

131,361 98,511  110,521

２．役員退職慰労
引当金

77,355 43,556  84,105

３．その他 21,771 27,390  24,482

固定負債合計 230,487 2.4 169,458 1.7 △61,029 219,108 2.2

負債合計 1,158,325 12.2 1,185,913 11.9 27,588 1,370,720 13.7

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 － － － －  － －

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 1,478,000 15.6 － － － 1,478,000 14.7

Ⅱ　資本剰余金 1,131,520 11.9 － － － 1,131,520 11.3

Ⅲ　利益剰余金 5,722,084 60.3 － － － 6,032,901 60.2

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

4,665 0.0 － － － 7,006 0.1

Ⅴ　自己株式 △833 △0.0 － － － △833 △0.0

資本合計 8,335,436 87.8 － － － 8,648,594 86.3

負債、少数株主
持分及び資本合
計

9,493,761 100.0 － － － 10,019,315 100.0

 

（純資産の部）  

 Ⅰ　株主資本  

　１　資本金 － － 1,478,000  －   

　２　資本剰余金 － － 1,131,520  －   

  ３  利益剰余金 － － 6,165,827  －   

  ４　自己株式 － － △1,437  －   

株主資本合計 － － 8,773,909 88.0 －   

 Ⅱ　評価・換算差
　　 額等

 

　１　その他有価証
　券評価差額金

－ － 7,292  －   

　　評価・換算差額
等合計

－ － 7,292 0.1 －   

純資産合計 － － 8,781,202 88.1 －   

負債、純資産合
計

－ － 9,967,116 100.0 －   
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30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４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 3,075,830 100.0 3,705,936 100.0 630,105 7,210,887 100.0

Ⅱ　売上原価 2,022,651 65.8 2,492,209 67.2 469,558 4,930,975 68.4

売上総利益 1,053,178 34.2 1,213,726 32.8 160,547 2,279,911 31.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１ 675,248 21.9 700,916 19.0 25,667 1,378,749 19.1

営業利益 377,929 12.3 512,809 13.8 134,879 901,161 12.5

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 5,216 5,907  10,613

２．受取配当金 1,817 2,482  1,960

３．業務委託手数
料

2,036 543  4,076

４．為替差益 5,200 519  5,819

５．雑収入 4,036 18,306 0.6 2,466 11,919 0.3 △6,387 11,434 33,903 0.5

Ⅴ　営業外費用  

１．たな卸資産除
却損

7,387 3,757  20,123

２．雑損失 18 7,405 0.3 439 4,197 0.1 △3,208 1,263 21,387 0.3

経常利益 388,830 12.6 520,532 14.0 131,701 913,678 12.7

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻
入益

19,099   332    32,527   

２．保険差益 － 19,099 0.6 9,751 10,084 0.3 △9,015 － 32,527 0.4

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産圧縮
損

※３ － 3,027  －

２．固定資産除却
損

※２ 1,944 1,944 0.1 999 4,027 0.1 2,083 15,805 15,805 0.2

税金等調整前
中間（当期）
純利益

405,986 13.1 526,588 14.2 120,602 930,400 12.9

法人税、住民
税及び事業税

152,695 199,851  382,478

法人税等調整
額

30,905 183,600 5.9 17,133 216,984 5.8 33,384 14,718 397,197 5.5

中間（当期）
純利益

222,386 7.2 309,604 8.4 87,218 533,203 7.4
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,131,520 1,131,520

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

1,131,520 1,131,520

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 5,656,179 5,656,179

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 222,386 222,386 533,203 533,203

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 143,981 143,981

２．取締役賞与 12,500 156,481 12,500 156,481

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

5,722,084 6,032,901
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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

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,478,000 1,131,520 6,032,901 △833 8,641,588

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）（注）   △167,978  △167,978

役員賞与（千円）（注）   △8,700  △8,700

中間純利益（千円）   309,604  309,604

自己株式の取得（千円）    △604 △604

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）
－ － 132,925 △604 132,321

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,478,000 1,131,520 6,165,827 △1,437 8,773,909

 　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

評価・換算差額等

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

（千円）
7,006 7,006 8,648,594

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   △167,978

役員賞与（千円）   △8,700

中間純利益（千円）   309,604

自己株式の取得（千円）   △604

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）

286 286 286

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
286 286 132,608

平成18年９月30日　残高

（千円）
7,292 7,292 8,781,202
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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４月１日　

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日　

至　平成18年９月30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４月１日　

至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
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

405,986 526,588 120,602 930,400

減価償却費 93,049 80,177 △12,872 194,064

賞与引当金の増減額（△減少
額）

2,405 △6,713 △9,119 7,436

退職給付引当金の増減額（△
減少額）

△12,889 △12,009 879 △33,729

役員退職慰労引当金の増減額
（△減少額）

△18,868 △40,548 △21,680 △12,118

貸倒引当金の増減額（△減少
額）

△21,001 △332 20,669 △35,635

受取利息及び受取配当金 △7,033 △8,389 △1,355 △12,573

為替差損益（△差益） △5,053 △22 5,031 △6,051

固定資産除却損 1,944 999 △944 15,805

固定資産圧縮損 － 3,027 3,027 －

保険差益 － △9,751 △9,751 －

売上債権の増減額（△増加
額）

554,686 △556,261 △1,110,948 233,028

たな卸資産の増減額（△増加
額）

△108,056 317,126 425,182 △150,196

その他資産の増減額（△増加
額）

△208,832 △233,376 △24,544 11,597

仕入債務の増減額（△減少
額）

△84,660 △130,016 △45,356 △13,301

その他負債の増減額（△減少
額）

△2,356 2,830 5,187 50,296

未払消費税等の増減額（△増
加額）

△22,557 39,666 62,223 △9,035

役員賞与の支払額 △12,500 △8,700 3,800 △12,500

小計 554,262 △35,704 △589,967 1,157,486

利息及び配当金の受取額 11,152 7,813 △3,338 16,548

災害による保険料収入 － － － 37,122

法人税等の支払額 △147,585 △215,242 △67,656 △324,719

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

417,829 △243,133 △660,963 886,438

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

 

有形・無形固定資産の取得に
よる支出

△71,439 △39,215 32,223 △140,071

投資有価証券の取得による支
出

△60 △73 △13 △119

貸付による支出 △1,650,000 △1,300,000 350,000 △3,550,000

貸付金の回収による収入 1,405,100 1,205,100 △200,000 2,810,200

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△316,399 △134,189 182,209 △879,991
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日　

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日　

至　平成18年９月30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４月１日　

至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

自己株式取得による支出 － △604 △604 －

配当金の支払額 △144,265 △167,510 △23,245 △144,396

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△144,265 △168,115 △23,849 △144,396

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

5,053 22 △5,031 6,051

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（△減少額）

△37,781 △545,415 △507,634 △131,897

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

1,044,143 912,246 △131,897 1,044,143

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高

※ 1,006,362 366,830 △639,532 912,246
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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

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

㈱カクタス

(1)連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

㈱カクタス

(1)連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

㈱カクタス

(2)主要な非連結子会社の名称等

㈱サーモ

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社（㈱サーモ）は、小

規模であり、総資産、売上高、中

間純損益（持分に見合う額）及び

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。

(2)主要な非連結子会社の名称等

㈱サーモ

（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

㈱サーモ

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社（㈱サーモ）は、小

規模であり、総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）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

子会社（㈱サーモ）、関連会社（㈱

テルモ及び㈱サイエンステクノロ

ジートレーディング）は、それぞれ

中間純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）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

の適用範囲から除外しております。

同左 子会社（㈱サーモ）、関連会社（㈱

テルモ及び㈱サイエンステクノロ

ジートレーディング）は、それぞれ

当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）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

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

連結子会社の中間期の末日は、中間

連結決算日と一致しております。

同左 連結子会社の事業年度の末日は、連

結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

(イ）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

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）

 

　　時価のないもの

 移動平均法による原価法

①　有価証券

(イ）満期保有目的の債券

   償却原価法（定額法）

(ロ）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）

(ロ）その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

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

         移動平均法による原価法

②　たな卸資産

製品・原材料・仕掛品及び貯蔵

品

移動平均法による原価法

②　たな卸資産

製品・原材料・仕掛品及び貯蔵

品

同左

②　たな卸資産

製品・原材料・仕掛品及び貯蔵

品

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法（ただし、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。

①　有形固定資産

同左

①　有形固定資産

同左

建物及び構築物

７～50年

機械装置及び運搬具

４～17年

②　無形固定資産

定額法。なお、ソフトウェア

（自社利用）については、社内

における利用可能期間（５年）

による定額法を採用しておりま

す。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

③　長期前払費用

定額法

③　長期前払費用

同左

③　長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失

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　賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、

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

従業員の賞与の支払に備えて、

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　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。

③　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。

④　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

④　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

(4）その他中間連結財務諸

表（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は、税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　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）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。

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は、8,781,202千円であります。

なお、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、中間連結財務諸表規則の改正に

伴い、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。これによる

損益に与える影響はありません。

 

─────
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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９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         2,719,471千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       2,841,079千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 2,783,189千円

※２．          ───── 

 

※２．中間連結会計期間末日満期手形

中間連結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をしてお

ります。なお、当中間連結会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、次の中間連結会計

期間末日満期手形が中間連結会計期間末残高に

含まれております。

受取手形 59,681千円

 

※２．          ───── 

 

（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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち、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 211,630

賞与引当金繰入額       87,198

退職給付費用       9,870

役員退職慰労引当金

繰入額
      6,690

給料手当 224,752

賞与引当金繰入額    86,238

退職給付費用   10,517

役員退職慰労引当金

繰入額
    3,151

給料手当   429,818

賞与引当金繰入額    91,639

退職給付費用  17,893

役員退職慰労引当金

繰入額
 13,881

※２　固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。

※２　固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。

※２　固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。

建物及び構築物   100千円

機械装置及び運搬具  423

その他      1,420

計      1,944

工具器具備品 999

計         999

建物及び構築物 12,920千円

機械装置及び運搬具 423

その他    2,461

計 15,805

※３　          ───── ※３  固定資産圧縮損の内訳は、次のとおりで

あります。       

※３　          ─────

建物及び構築物 3,027千円

計 3,027
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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４月１日　至　平成18年９月30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（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 4,800 － － 4,800

合計 4,800 － － 4,800

自己株式

普通株式（注） 0 0 － 1

合計 0 0 － 1

 （注）普通株式の自己株式数の増加は、単元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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日

　定時株主総会
普通株式 167,978 35 平成18年３月31日 平成18年6月28日

 　（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月９日

　取締役会
普通株式 47,989  利益剰余金 10 平成18年9月30日 平成18年12月8日

（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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　現金及び現金同等物の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９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定    1,006,362千円

現金及び現金同等物    1,006,362千円

現金及び預金勘定 366,830千円

現金及び現金同等物 366,830千円

現金及び預金勘定    912,246千円

現金及び現金同等物    912,246千円
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．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）

株式 7,851 9,040 1,189

債券

その他 50,496 57,141 6,644

合計 58,348 66,181 7,833

３．時価の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 4,500

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

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）

株式 7,985 11,467 3,482

債券

その他 50,496 59,259 8,762

合計 58,482 70,726 12,244

２．時価の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 4,500
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前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．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）

株式 7,911 11,905 3,993

債券

その他 50,496 58,266 7,769

合計 58,408 70,171 11,762

３．時価の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 4,500

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

－ 20 －



（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４月１日　至平成17年９月30日）

化学品事業
（千円）

火工品事業
（千円）

機器類事業
（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 2,441,633 268,181 366,015 3,075,830 － 3,075,830

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

　計 2,441,633 268,181 366,015 3,075,830 － 3,075,830

営業費用 2,112,048 252,913 332,938 2,697,900 － 2,697,900

営業利益 329,584 15,268 33,076 377,929 － 377,929

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の種類・性質及び販売市場等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

事業区分 主要製品

化学品

温度管理用示温材

医療滅菌用資材

建設資材

化工材

火工品 ロケット用火工品

機器類

電設器材

海洋機器

その他

３．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の金額はありません。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

化学品事業
（千円）

火工品事業
（千円）

機器類事業
（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 2,893,835 451,085 361,015 3,705,936 － 3,705,936

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

　計 2,893,835 451,085 361,015 3,705,936 － 3,705,936

営業費用 2,463,294 456,387 273,444 3,193,126 － 3,193,126

営業利益 430,540 △5,302 87,570 512,809 － 512,809

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の種類・性質及び販売市場等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

事業区分 主要製品

化学品

温度管理用示温材

医療滅菌用資材

建設資材

化工材

火工品 ロケット用火工品

機器類

電設器材

海洋機器

その他

３．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の金額はありません。
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前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

化学品事業
（千円）

火工品事業
（千円）

機器類事業
（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 5,199,447 798,312 1,213,127 7,210,887 － 7,210,887

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

　計 5,199,447 798,312 1,213,127 7,210,887 － 7,210,887

営業費用 4,308,304 737,360 1,264,061 6,309,725 － 6,309,725

営業利益又は営業損失 891,143 60,951 △50,933 901,161 － 901,161

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の種類・性質及び販売市場等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

事業区分 主要製品

化学品

温度管理用示温材

医療滅菌用資材

建設資材

化工材

火工品 ロケット用火工品

機器類

電設器材

海洋機器

その他

３．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の金額はありません。

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４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）において、本邦以

外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額（円）

1,736.77

１株当たり純資産額（円）

1,829.82

１株当たり純資産額（円）

1,800.21

１株当たり中間純利益金額（円）

46.33

１株当たり中間純利益金額（円）

64.51

１株当たり当期純利益金額（円）

109.29

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

同左 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

　（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。

項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 222,386 309,604 533,203

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 8,700

（うち利益処分による役員賞与） (－) (－) (8,700)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
222,386 309,604 524,503

期中平均株式数（株） 4,799,576 4,799,009 4,799,387

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。 同左 同左
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

事業の種類別セグメント
の名称

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

化学品事業 1,632,128 66.3 1,319,763 64.2 2,884,003 68.0

火工品事業 537,119 21.8 413,062 20.1 842,460 19.9

機器類事業 293,810 11.9 322,137 15.7 511,255 12.1

合計 2,463,057 100.0 2,054,962 100.0 4,237,718 100.0

　（注）　金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

事業の種類別セグメント
の名称

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

化学品事業 526,898 1,061,519 393,570 564,270 2,149,760 1,522,645

火工品事業 111,181 480,000 185,429 236,344 663,312 502,000

機器類事業 297,633 474,568 356,622 375,015 755,548 203,766

合計 935,713 2,016,087 935,622 1,175,629 3,568,621 2,228,411

　（注）　金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

事業の種類別セグメント
の名称

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

化学品事業 2,441,633 79.4 2,893,835 78.1 5,199,447 72.1

火工品事業 268,181 8.7 451,085 12.2 798,312 11.1

機器類事業 366,015 11.9 361,015 9.7 1,213,127 16.8

合計 3,075,830 100.0 3,705,936 100.0 7,210,887 100.0

　（注）　消費税等は含まれておりません。
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