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１．18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）金額は百万円未満を切捨てて表示 
 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 10,807 8.4 180 12.3 227 12.0 
17年9月中間期 9,974 9.1 160 52.3 203 30.4 
18年3月期   20,573  364  438  
 

１株当たり中間 潜在株式調整後１株当 
 中間（当期）純利益 

（当期）純利益 たり中間（当期）純利益 
 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 68 △46.2 5 33  ― 
17年9月中間期 126 28.1 9 73  ― 
18年3月期   265  19 57  ― 
(注)①持分法投資損益     18年９月中間期    8百万円 17年９月中間期   15百万円 18年３月期   25百万円 
  ②期中平均株式数(連結)  18年９月中間期 12,807,003株 17年９月中間期 13,040,507株 18年３月期 12,973,511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 
 
（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 14,260 7,255 50.9 567 01 
17年9月中間期 13,213 7,104 53.8 548 09 
18年3月期   13,913 7,436 53.5 576 72 
(注)期末発行済株式数(連結)  18年９月中間期 12,795,671株 17年９月中間期 12,961,631株 18年３月期 12,874,241株 
 
（３）連結キャッシュ・フローの状況 

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
 

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 524 △444 △103 975 
17年9月中間期 186 △410 △94 1,096 
18年3月期   235 △481 △171 999 
 
（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  ０ 社  持分法適用関連会社数  ２ 社 
 
（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 （新規） ０ 社  （除外） ０ 社    持分法  （新規） ０ 社  （除外） ０ 社 
 
２．19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 
 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通  期 21,630 465 215 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    16円80銭 

※ 上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれております。実際の業績は今後

の様々な要因によって予想数値と大幅に異なる可能性があります。 

  なお、上記の業績予想に関する事項は、添付資料の４ページを参照して下さい。 
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Ⅰ．企業集団の状況 

 

 当社の企業集団は、当社及び子会社２社、関連会社２社で構成されており、土木・建材資材関連、情報・輸送

機器関連、日用品関連ならびに化学工業関連の各分野に向けて、原料及び諸資材の販売ならびにこれらに付帯す

る関連業務を主な内容として事業活動を展開しております。 

 当社及び当社グループの事業にかかる位置付け、及び事業の分野別との関係は次のとおりであります。 

 

  （土木・建材資材関連分野） 

    当該分野の取扱品目の一部について、関連会社中央理化工業株式会社から仕入れるほか、子会社の大同

工業株式会社において、部材のセット組などの付帯業務を行い、当社を通して販売しております。 

  （情報・輸送機器関連分野） 

    当社が国内販売するほか、海外への販売については、関連会社三東洋行有限公司ならびに子会社の

SANKYO KASEI SINGAPORE PTE．LTD．を通して販売しております。 

  （日用品関連分野） 

    当社が販売しております。 

  （化学工業関連分野） 

    当社の販売商品のうち、工業用薬品の一部を、原料として関連会社中央理化工業株式会社に販売してお

ります。 

 

   事業の系統図は次のとおりであります。 
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Ⅱ．経 営 方 針 

 

１．会社の経営の基本方針 

   当社グループは、顧客中心の営業活動を基本として、市場における信用をつちかいつつ社会に貢献するこ

とを、経営の基本方針としております。 

 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

   当社は、経営基盤の強化を図るとともに収益を向上し、株主の皆様への利益還元を充実することが、経営

上の重要政策であると考えております。配当の実施にあたりましては、安定的な配当の継続と、財務体質の

強化ならびに将来の事業展開に備えた内部留保の充実などを総合的に勘案しながら決定しております。 

   この方針にもとづき、当期の中間配当につきましては、前期末決算発表時に公表しておりますとおり、１

株につき３円５０銭とさせていただきたいと存じます。 
 

３．会社の対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略 
   国内経済は、全般に緩やかな回復基調が見られますが、市場環境は引き続き厳しく推移するものと思われ

ます。急速に多様化する顧客ニーズに迅速・的確に対応するため、競争力のある企業体質を構築するべく、

営業体制ならびに管理体制の強化を図り、海外市場を含め、選択と集中をさらに加速させて、戦略的・重点

的な経営資源の投入を行い、目標とする売上高の達成と業績の向上を目指しております。これらの方針遂行

と目標の達成を目指し下記の３点を経営の基本に捉え、継続的に取り組んでまいります。 
 
   ①．収益性の向上への取り組み 
      顧客ニーズの高度化をいち早くキャッチし、高付加価値商品の開発を積極的に展開するため、顧客

ならびに仕入先との連携を強固なものとし、新規事業開発の更なる加速ならびに与信管理の強化を図

り、積極的な事業展開をすすめてまいります。 
   ②．環境保全と環境配慮型商品の拡販ならびに高品質体制への取り組み 
      昨年度ＩＳＯ１４００１、ＩＳＯ９００１の維持審査承認を受けて、今後もいっそうの環境配慮体

制の維持に努力するとともに、環境保全が企業の社会的責任としてますます重要になることを十分認

識し、環境にやさしい企業活動をすすめ、環境配慮型商品の拡販と高品質体制の維持に向けた取り組

みを強化してまいります。 
   ③．海外展開の充実と新市場への取り組み 
      三東洋行（香港）は、前年度に引き続き中国市場の活況に支えられ、好調に推移いたしました。海

外展開につきましては、サンキョウカセイ・シンガポールを含め日本国内営業との緊密な連携のもと

に、経営情報の共有化を図ることにより販売力を強化してまいります。また、中国本土の市場性につ

いても継続して調査を行ってまいります。 
 

４．親会社等に関する事項 
   当社は、親会社等を有しておりませんので該当事項はありません。 
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Ⅲ．経営成績及び財政状態

１．経営成績  

（１）当中間期の概況 

   当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油・原材料の価格高騰によるインフレ懸念などの不透明感

は残るものの、企業収益の改善を背景に国内民間設備投資が引き続き堅調に推移しており、雇用情勢の好転

や所得環境の改善から個人消費に持ち直しの動きが見られるなど、景気は緩やかな回復が見られました。 

   このような経営環境の中で、当社グループはお客さま本位の開発営業に注力するとともに、企業体質の強

化と収益力の向上を目指し、新商材の開発と提案営業の推進による拡販など、営業施策の強化と間接部門の

効率化に努めました。 

   これらの結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、売上高は１０８億７百万円（前年同期比８．

４％増）となりました。また、利益につきましては、営業利益は１億８千万円（前年同期比１２．３％増）、

経常利益は２億２千７百万円（前年同期比１２．０％増）となりました。なお、中間純利益につきましては、

取引先の民事再生手続開始決定に伴う特別損失を計上したため６千８百万円（前年同期比４６．２％減）に

とどまりました。 

   事業分野別の売上概況は、次のとおりであります。 

 

   ＜土木・建材資材関連分野＞ 

    土木関連では、公共事業の低調によりコンクリート関連商材などは減少いたしましたが、民需関連の土

木補修用薬剤などについては増加いたしました。 

    建材資材関連では、建築塗料向け樹脂は減少しましたが、外壁用商材が用途拡大により大幅に増加した

ほか、店舗向け什器類の拡大もあり伸長いたしました。 

    この結果、売上高は３６億８千８百万円（前年同期比１１．４％増）となりました。 

   ＜情報・輸送機器関連分野＞ 

    情報関連では、光学フィルム用コーティング剤やＯＡ機器向けの樹脂が需要先の好況に支えられて増加

したほか、情報端末分野向けの新規開発商材の投入もあり大幅に伸長いたしました。 

    輸送機器関連では、車両関連向けの樹脂ならびに樹脂成型品や電装関連の加工部品などが引き続き好調

に推移いたしました。 

    この結果、売上高は３４億９千７百万円（前年同期比１８．４％増）となりました。 

   ＜日用品関連分野＞ 

    日用品関連では、化粧品向け原料や製靴用途向け樹脂ならびに食品向け包装フィルムなどは堅調に推移

いたしましたが、一般雑貨関連商材などが、需要の一巡もあり減少いたしました。 

    この結果、売上高は１６億１千万円（前年同期比４．４％減）となりました。 

   ＜化学工業関連分野＞ 

    繊維関連では、主要得意先である染色整理業界が、生産の海外シフトや廃業などで年々縮小しており、

大幅に減少いたしました。 

    化学工業関連では、市況の回復や製品価格の上昇を反映して全般的に堅調に推移いたしました。 

    この結果、売上高は２０億６百万円（前年同期比０．７％減）となりました。 

 

（２）次期の見通し 

   今後の見通しと致しましては、企業収益が高水準で推移するなか民間需要に支えられ景気は当面緩やかな

拡大を続けるものと予想されます。しかし、一方において原油価格の高騰による石油関連製品の値上がりや、

金利上昇・増税など将来に対する不安感などから、個人消費の回復に持ち直しの動きは見られるもののなお

不透明な状況で推移していくものと思われます。 

   このような状況を踏まえ、当社は引き続き経営効率の向上を図りつつ、選択と集中を進め、収益の確保に

努めることにより企業価値を高めてまいる所存であります。 

   通期の連結ベースの業績につきましては、売上高２１６億３千万円（前年同期比５．１％増）、経常利益４

億６千５百万円（前年同期比６．１％増）、当期純利益は２億１千５百万円(前年同期比１９．１％減)を見

込んでおります。 
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２．財政状態 

  当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、９億７千５百万円となり前
連結会計年度末に比べ２千３百万円減少いたしました。 
  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、５億２千４百万円の増加となりました。（前年同期は１億８千６百万円の増加）これは

主に、税金等調整前中間純利益１億１千５百万円、仕入債務の増加６億７千７百万円、貸倒引当金の増加９
千８百万円等の収入に対し、売上債権の増加２億４千万円、棚卸資産の増加４千８百万円、法人税等支払額
１億３千７百万円等の支出によるものです。なお、仕入債務の増加は当中間連結期間末日が休日であったた
め、期日現金取引先に対する仕入債務が未決済となったことによるものであります。 

  ＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 
   投資活動の結果、４億４千４百万円の減少となりました。（前年同期は４億１千万円の減少）これは主に、

有価証券の取得による支出３億円、定期預金の預入による支出１億円、有形固定資産の取得による支出３千
万円によるものです。 

  ＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 
   財務活動の結果、１億３百万円の減少となりました。（前年同期は９千４百万円の減少）これは主に、自

己株式取得３千２百万円、配当金の支払７千万円の支出によるものです。 
 

   ＜キャッシュ・フロー指標のトレンド＞ 

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(%) 54.5 55.5 53.8 53.5 50.9 

時価ベースの自己資本比率(%) 24.9 30.5 36.2 39.9 28.0 

債務償還年数(年) ― ― ― ― ― 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ ― ― ― ― ― 

   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 
   ※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
   ※ 株式時価総額は、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。 
   ※ 当社グループは有利子負債及び利払いはありませんので、債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・

レシオについては記載しておりません。 
 

３．事業等のリスク 

  ①．当社の取扱商品は石油化学製品を原材料としているものが多くあり、原油価格高騰などにより仕入価格
が上昇し、売上価格に転嫁しきれない場合には、業績に影響を与える可能性があります。 

  ②．概ね内需向けの販売が主体であるため、国内市場の影響は看過できず、依然として厳しい状況にある市
場競争・価格競争にさらされており、競争の更なる激化に伴う価格低下の場合には、業績に影響を与え
る可能性があります。 

  ③．災害による影響を防止・軽減できなかった場合には、業績に影響を与える可能性があります。 
  ④．主に営業上の取引関係維持のため取引先の株式保有を行っておりますが、市況の悪化による時価の下落

や投資先の信用悪化などによって減損処理が必要な場合には、業績に影響を与える可能性があります。 
  ⑤．当社はネットワークシステムにおけるデーターバックアップ体制の整備などを実施しておりますが、基

幹システムが壊滅的なダメージを受けた場合には、業績に影響を与える可能性があります。 
  ⑥．市場環境が活発化する中で、当社の取引先の中にも生産の拠点を海外に移転する企業が増加しており、

当社の商圏が減少した場合には、業績に影響を与える可能性があります。 
 
     これらの影響が当社グループの業績に大きな影響を与える懸念があります。 
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Ⅳ．中間連結財務諸表等

１．中間連結貸借対照表 
（単位：千円、％） 

前連結会計年度の 
前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 

要約連結貸借対照表 
（平成17年9月30日） （平成18年9月30日） （平成18年3月31日）

項  目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   
  現金及び預金 1,886,911 1,865,333  1,789,038 
  受取手形及び売掛金 6,715,261 7,086,853  6,936,266 
  有価証券 ― 300,540  ― 
  たな卸資産 241,107 334,247  285,259 
  繰延税金資産 48,387 49,849  49,421 
  その他 8,918 11,321  14,563 
  貸倒引当金 △29,243 △35,434  △27,051 
   流動資産合計 8,871,342 67.1 9,612,711 67.4 9,047,498 65.0
Ⅱ 固定資産   
  有形固定資産 885,738 6.7 885,854 6.2 876,300 6.3
  無形固定資産 9,675 0.1 9,025 0.1 9,427 0.1
  投資その他の資産   
   投資有価証券 3,335,705 3,626,383  3,854,131 
   繰延税金資産 325 102  121 
   その他 132,349 226,085  135,019 
   貸倒引当金 △21,655 △99,790  △9,460 
    投資その他の資産合計 3,446,724 26.1 3,752,780 26.3 3,979,812 28.6
   固定資産合計 4,342,138 32.9 4,647,660 32.6 4,865,540 35.0
  資産合計 13,213,481 100.0 14,260,372 100.0 13,913,038 100.0

(負債の部)   
Ⅰ 流動負債   
  支払手形及び買掛金 5,443,769 6,242,461  5,564,533 
  未払法人税等 98,003 57,579  131,989 
  賞与引当金 62,756 66,796  58,822 
  その他 65,607 78,419  74,962 
   流動負債合計 5,670,135 42.9 6,445,256 45.2 5,830,307 41.9
Ⅱ 固定負債   
  退職給付引当金 1,123 321  270 
  役員退職慰労引当金 129,231 145,741  137,102 
  繰延税金負債 222,489 324,799  420,896 
  再評価に係る繰延税金負債 72,416 72,809  72,809 
  その他 14,000 16,176  14,973 
   固定負債合計 439,260 3.3 559,847 3.9 646,051 4.6
  負債合計 6,109,395 46.2 7,005,104 49.1 6,476,358 46.5

(資本の部)   
Ⅰ 資本金 1,716,600 13.0 ― ― 1,716,600 12.3
Ⅱ 資本剰余金 1,433,607 10.9 ― ― 1,433,608 10.3
Ⅲ 利益剰余金 3,774,380 28.6 ― ― 3,873,766 27.9
Ⅳ 土地再評価差額金 108,624 0.8 ― ― 109,214 0.8
Ⅴ その他有価証券評価差額金 557,737 4.2 ― ― 823,653 5.9
Ⅵ 為替換算調整勘定 11,394 0.1 ― ― 15,746 0.1
Ⅶ 自己株式 △498,258 △3.8 ― ― △535,908 △3.8
  資本合計 7,104,085 53.8 ― ― 7,436,680 53.5
  負債及び資本合計 13,213,481 100.0 ― ― 13,913,038 100.0

（純資産の部）   
Ⅰ 株主資本   
 １ 資本金 ― ― 1,716,600 12.0 ― ―
 ２ 資本剰余金 ― ― 1,433,635 10.1 ― ―
 ３ 利益剰余金 ― ― 3,859,171 27.1 ― ―
 ４ 自己株式 ― ― △568,519 △4.0 ― ―
    株主資本合計 ― ― 6,440,887 45.2 ― ―
Ⅱ 評価・換算差額等   
 １ その他有価証券評価差額金 ― ― 691,301 4.8 ― ―
 ２ 土地再評価差額金 ― ― 109,214 0.8 ― ―
 ３ 為替換算調整勘定 ― ― 13,864 0.1 ― ―
    評価・換算差額等合計 ― ― 814,380 5.7 ― ―
    純資産合計 ― ― 7,255,267 50.9 ― ―
    負債純資産合計 ― ― 14,260,372 100.0 ― ―
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２．中間連結損益計算書 
（単位：千円、％） 

前連結会計年度の 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

要約連結損益計算書 

自 平成17年4月 １日 自 平成18年4月 １日 自 平成17年4月 １日

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30日 至 平成18年3月31日

項  目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

Ⅰ 売上高 9,974,489 100.0 10,807,538 100.0 20,573,135 100.0

Ⅱ 売上原価 9,175,408 92.0 9,937,495 92.0 18,926,960 92.0

   売上総利益 799,081 8.0 870,043 8.0 1,646,175 8.0

   

Ⅲ 販売費及び一般管理費 638,514 6.4 689,740 6.4 1,281,961 6.2

   営業利益 160,566 1.6 180,303 1.6 364,214 1.8

   

Ⅳ 営業外収益 49,657 0.5 53,906 0.5 86,312 0.4

  受取利息 1,020 3,490  4,275 

  受取配当金 23,922 30,104  33,894 

  持分法による投資利益 15,629 8,705  25,251 

  仕入割引 ― 6,092  ― 

  雑収入 9,085 5,513  22,889 

   

Ⅴ 営業外費用 6,741 0.1 6,336 0.0 12,351 0.1

  たな卸資産処分損 2,182 1,309  3,036 

  売上割引 4,074 4,491  8,337 

  雑損失 485 535  977 

   経常利益 203,482 2.0 227,873 2.1 438,175 2.1

   

Ⅵ 特別利益 3,904 0.0 ― ― 4,560 0.0

  固定資産売却益 ― ―  655 

  ゴルフ会員権売却益 3,904 ―  3,904 

   

Ⅶ 特別損失 ― ― 112,225 1.0 1,893 0.0

  投資有価証券評価損 ― 21,426  ― 

  固定資産売却損 ― ―  1,893 

  貸倒引当金繰入額 ― 90,798  ― 

   税金等調整前中間(当期)純利益 207,387 2.0 115,648 1.1 440,842 2.1

   法人税、住民税及び事業税 95,832 0.9 57,449 0.5 167,991 0.8

   法人税等調整額 △15,365 △0.2 △10,021 △0.0 7,010 0.0

   中間(当期)純利益 126,920 1.3 68,220 0.6 265,840 1.3
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３．中間連結剰余金計算書 
（単位：千円） 

前連結会計年度の 
前中間連結会計期間 

連結剰余金計算書 

自 平成17年4月 １日 自 平成17年4月 １日 

至 平成17年9月30日 至 平成18年3月31日 

項  目 

金額 金額 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,433,607 1,433,607 

Ⅱ 資本剰余金増加高  

  自己株式処分差益 ― ― 1 1 

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高 1,433,607 1,433,608 

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 3,696,347 3,696,347 

Ⅱ 利益剰余金増加高  

  中間(当期)純利益 126,920 126,920 265,840 265,840 

Ⅲ 利益剰余金減少高  

  配当金 39,488 78,431  

  取締役賞与 9,400 9,400  

  土地再評価差額金取崩額 ― 48,888 590 88,422 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高 3,774,380 3,873,766 
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４．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）                   （単位：千円） 

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 1,716,600 1,433,608 3,873,766 △535,908 6,488,066 

中間連結会計期間中の変動額      

 利益処分による剰余金の配当   △70,915  △70,915 

 利益処分による取締役賞与   △11,900  △11,900 

 中間純利益   68,220  68,220 

 自己株式の取得    △32,653 △32,653 

 自己株式の処分  27  42 69 

 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） 
     

中間連結会計期間中の変動額合計 ― 27 △14,595 △32,610 △47,178 

平成18年９月30日残高 1,716,600 1,433,635 3,859,171 △568,519 6,440,887 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 823,653 109,214 15,746 948,614 7,436,680 

中間連結会計期間中の変動額      

 利益処分による剰余金の配当     △70,915 

 利益処分による取締役賞与     △11,900 

 中間純利益     68,220 

 自己株式の取得     △32,653 

 自己株式の処分     69 

 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） 
△132,351  △1,881 △134,233 △134,233 

中間連結会計期間中の変動額合計 △132,351 ― △1,881 △134,233 △181,412 

平成18年９月30日残高 691,301 109,214 13,864 814,380 7,255,267 
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５．中間連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

前連結会計年度の要約 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成17年4月 １日 自 平成18年4月 １日 自 平成17年4月 １日

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30日 至 平成18年3月31日
項  目 

金額 金額 金額 

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 207,387 115,648 440,842 

   減価償却費 14,135 20,462 30,885 

   貸倒引当金の増減額 △2,918 98,713 △17,306 

   賞与引当金の増減額 8,859 7,974 4,925 

   退職給付引当金の増減額 △1,369 52 △2,222 

   役員退職慰労引当金の増減額 8,518 8,639 16,389 

   前払年金費用の増減額 △5,479 △650 △20,798 

   受取利息及び受取配当金 △24,942 △33,595 △38,170 

   持分法による投資損益 △15,629 △8,705 △25,251 

   有形固定資産売却益 ― ― △655 

   有形固定資産売却損 ― ― 1,893 

   有形固定資産除却損 ― 99 ― 

   投資有価証券評価損 15 21,437 25 

   ゴルフ会員権売却損益 △3,904 ― △3,904 

   売上債権の増減額 △375,789 △240,917 △584,604 

   たな卸資産の増減額 4,407 △48,988 △39,746 

   その他資産の増減額 △3,570 3,512 △9,163 

   仕入債務の増減額 426,269 677,928 547,033 

   その他負債の増減額 △3,958 19,907 7,291 

   未払消費税の増減額 11,958 △10,195 11,990 

   取締役賞与の支払額 △9,400 △11,900 △9,400 

   その他 ― 71 △169 

    小計 234,590 619,492 309,885 

   利息及び配当金の受取額 29,260 41,787 41,396 

   法人税等の支払額 △77,265 △137,128 △115,438 

    営業活動によるキャッシュ・フロー 186,585 524,151 235,843 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

   定期預金の預入による支出 △50,000 △100,000 △50,000 

   有価証券の取得による支出 ― △300,000 ― 

   有形固定資産の取得による支出 △9,519 △30,240 △28,509 

   有形固定資産の売却による収入 ― 350 10,315 

   投資有価証券の取得による支出 △355,605 △14,877 △418,557 

   ゴルフ会員権の取得による支出 △4,400 ― △5,200 

   ゴルフ会員権の売却による収入 5,905 ― 5,905 

   貸付金の回収による収入 3,200 ― 4,700 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △410,419 △444,767 △481,346 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

   自己株式の取得による支出 △55,308 △32,653 △92,959 

   自己株式の売却による収入 ― 69 2 

   配当金の支払額 △39,494 △70,505 △78,049 

    財務活動によるキャッシュ・フロー △94,802 △103,089 △171,006 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △318,636 △23,705 △416,509 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,415,547 999,038 1,415,547 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 1,096,911 975,333 999,038 
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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

 
１．連結の範囲に関する事項 
  （１）連結子会社の数------１社 
     連結子会社名：大同工業株式会社 
  （２）非連結子会社の数----１社 
     非連結子会社名：SANKYO KASEI SINGAPORE PTE.LTD. 
     （連結の範囲から除いた理由） 
       非連結子会社は、総資産、売上高、中間純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも

少額であり、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．持分法の適用に関する事項 
  （１）持分法を適用した関連会社数----２社 
     会社名：中央理化工業株式会社、三東洋行有限公司 
     （非連結子会社に持分法を適用しない理由） 
       非連結子会社１社は中間純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響は軽微であり、中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないため、持分法は適用しておりません。 
  （２）持分法の適用の手続きについて特に記載する必要があると認められる事項 
      持分法適用会社のうち、三東洋行有限公司の中間決算日は６月30日であり、中間連結財務諸表の作

成にあたっては、同日現在の中間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等に関する事項 
   連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。 
 
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 
      その他有価証券 
       時価のあるもの―――中間決算末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）なお、時価のあるそ
の他有価証券のうち「取得原価」と「債券金額」との差額の性格が金利の
調整と認められるものについては、償却原価法により原価を算定しており
ます。 

       時価のないもの―――移動平均法による原価法 
     ②たな卸資産 
       商品――――――――移動平均法による原価法 
  （２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 
     ①有形固定資産―――――定率法によっております。但し、平成10年４月以降に取得した建物（建物

附属設備は除く）については、定額法を採用しております。なお、耐用年
数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっ
ております。 

     ②無形固定資産―――――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（５年）
に基づく定額法によっております。 

     ③長期前払費用―――――均等償却によっております。 
  （３）重要な引当金の計上基準 
     ①貸倒引当金――――――金銭債権の取立不能に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権及び破産更生債権については、個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。 

     ②賞与引当金――――――従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上して
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。 

                 なお、当社においては、当中間連結会計期末は年金資産の見込額が退職給
付債務の見込額を超えるため、その差額は前払年金費用としております。 

     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、役員退職慰労金規程に基づく中間
期末要支給額を計上しております。 
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  （４）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 
      外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、中間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為替換
算調整勘定に含めております。 

  （５）重要なリース取引の処理方法 
      リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
  （６）重要なヘッジ会計の方法 
     ①ヘッジ会計の方法―――為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行

っております。 
     ②ヘッジ手段とヘッジ対象 
      ａヘッジ手段―――――為替予約 
      ｂヘッジ対象―――――商品輸出入取引による外貨建売上債権及び外貨建仕入債務 
     ③ヘッジ方針 
       デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた内部規定に基づき、ヘッジ対象に

係る為替相場変動リスクを一定の範囲内でヘッジ取引を行っております。 
     ④ヘッジ有効性評価の方法 
       為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約を

それぞれ振当てており、その後の為替相場の変動による相関関係は、完全に確保されているため、
中間決算日における有効性の評価を省略しております。 

  （７）その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 
      消費税等の会計処理――消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
 
５．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
   資金（現金及び現金同等物）は、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、原
則として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ヶ月以内に満期又は償還期限の到来
する短期投資からなっております。 

 
 
会計方針の変更 
 
 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 
  当中間連結会計期間から「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。 
  なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は7,255百万円であります。 
  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。 
 
 （役員賞与に関する会計基準等） 
  当中間連結会計期間から「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に与える影響はありません。 
 
 
表示方法の変更 
 
 （中間連結損益計算書関係） 
  前中間連結会計期間において「雑収入」に含めて表示しておりました「仕入割引」（前中間連結会計期間2,920
千円）については、営業外収益の 100 分の 10 超となったため、当中間連結会計期間より区分掲記しておりま
す。 
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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 

前連結会計年度末 

平成18年３月31日 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

684,170千円 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

700,304千円

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

682,739千円

２ 担保資産 

 イ 担保差入資産 

現金及び預金    40,000千円 

投資有価証券    153,725千円 

 ロ 債務の内容 

支払手形及び買掛金 52,952千円 

２ 担保資産 

 イ 担保差入資産 

現金及び預金    40,000千円

投資有価証券    173,250千円

 ロ 債務の内容 

支払手形及び買掛金 67,694千円

２ 担保資産 

 イ 担保差入資産 

現金及び預金    40,000千円

投資有価証券    170,500千円

 ロ 債務の内容 

支払手形及び買掛金 58,935千円

 
（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主なもの １ 販売費及び一般管理費の主なもの １ 販売費及び一般管理費の主なもの 

   給料及び手当 219,974千円    給料及び手当 223,458千円    給料及び手当 434,581千円

   賞与引当金繰入額 61,372千円    賞与引当金繰入額 65,346千円    賞与引当金繰入額 57,465千円

   退職給付引当金    退職給付引当金    退職給付引当金 

   繰入額 
13,394千円 

   繰入額 
18,079千円

   繰入額 
17,591千円

   役員退職慰労    役員退職慰労    役員退職慰労 

   引当金繰入額 
8,518千円 

   引当金繰入額 
8,639千円

   引当金繰入額 
16,389千円

   貸倒引当金繰入額 4,497千円    貸倒引当金繰入額 8,385千円    貸倒引当金繰入額 5,514千円

――― ――― ２ 固定資産売却益の内訳 

      土地 655千円

――― ――― ３ 固定資産売却損の内訳 

      建物 1,893千円

 
（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．発行済株式に関する事項 

（単位：株） 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式 15,600,000 ― ― 15,600,000 

 
 ２．自己株式に関する事項 

（単位：株） 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式 2,725,759 78,780 210 2,804,329 

   （変動事由の概要） 
    増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
     取締役決議による買取りによる増加  75,000株 

     単元未満株式の買取りによる増加    3,780株 

 

    減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

     単元未満株式の買増請求による減少    210株 
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 ３．新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 
 
 ４．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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 70,915千円 5.50円 平成18年３月31日 平成18年６月29日

   （注）１株当たり配当額5.50円の内訳 普通配当３円50銭 記念配当２円（創業60周年記念配当） 

 
  （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当中間会計期間末後となるもの 

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

平成18年11月14日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 44,853千円 3.50円 平成18年９月30日 平成18年12月５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） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日）

 現金及び預金勘定 1,886,911千円  現金及び預金勘定 1,865,333千円  現金及び預金勘定 1,789,038千円

 預入期間が３ヶ月  預入期間が３ヶ月  預入期間が３ヶ月 

 を超える定期預金 
△790,000千円 

 を超える定期預金 
△890,000千円

 を超える定期預金 
△790,000千円

 現金及び現金同等物 1,096,911千円  現金及び現金同等物 975,333千円  現金及び現金同等物 999,038千円

 

（セグメント情報） 

 

１．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)、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) 

   事業の種類として「各種商品販売を行う商社」といわれる単一業種に従事しております。 

   従って、事業の種類別セグメント情報は記載を省略しております。 

 

２．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) 

   全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

３．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) 

   海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（リース取引） 

  ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 
（デリバティブ取引） 
  ＥＤＩＮＥＴにより開示を行う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） 

  該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円） 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

平成17年９月30日 平成18年９月30日 平成18年３月31日 

中間連結 中間連結 連  結 

貸借対照 貸借対照 貸借対照 

項目 

取得原価 

表計上額

差額 取得原価

表計上額

差額 取得原価 

表計上額 

差額 

株式 1,208,255 2,138,416 930,161 1,286,084 2,451,994 1,165,910 1,271,207 2,656,030 1,384,822

債券 350,195 343,125 △7,070 650,174 630,130 △20,044 350,185 327,440 △22,745

計 1,558,450 2,481,541 923,091 1,936,259 3,082,124 1,145,865 1,621,392 2,983,470 1,362,077

(注) 減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた金額について減損処理を行

っております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 
（単位：千円） 

 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

項目 平成17年９月30日 平成18年９月30日 平成18年３月31日 

 中間連結貸借対照表計上額 中間連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 141,458 120,031 141,458 

（注） 当中間連結会計期間末において非上場株式の減損処理を実施しており、減損処理額は21,426千円であります。 

 

３．子会社株式及び関連会社株式 
   前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末及び前連結会計年度末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があるものはありません。 
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Ⅴ．生産、受注及び販売の状況 

事業の種類として「各種商品販売を行う商社」といわれる単一業種に従事しておりますので、事業の種類別セ
グメント情報にかえて、事業分野別の記載に変更しております。 
 
１．仕入実績 

（単位：千円、％） 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 自 平成18年４月１日 自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 至 平成18年９月30日 至 平成18年３月31日 

事業分野別 

金額 金額 

（参考） 
前年 
同期比 

金額 
土木・建材資材関連分野  
土木関連 716,577 722,204 +0.8 1,530,903 
 建材資材関連 2,361,561 2,712,573 +14.9 5,091,859 
 計 3,078,139 3,434,777 +11.6 6,622,762 
情報・輸送機器関連分野     
 情報関連 2,021,076 2,293,158 +13.5 4,034,994 
 輸送機器関連 683,222 927,330 +35.7 1,569,993 
 計 2,704,299 3,220,488 +19.1 5,604,988 
日用品関連分野     
 日用品関連 1,085,245 999,060 △7.9 2,053,424 
 フィルム関連 475,146 505,742 +6.4 993,470 
 計 1,560,392 1,504,802 △3.6 3,046,894 
化学工業関連分野     
 繊維関連 568,110 515,928 △9.2 1,109,915 
 化学工業関連 1,267,789 1,318,794 +4.0 2,598,394 
 計 1,835,900 1,834,722 △0.1 3,708,309 
 小計 9,178,730 9,994,792 +8.9 18,982,954 
不動産賃貸原価 3,691 4,082 +10.6 7,219 
 合計 9,182,421 9,998,874 +8.9 18,990,174 

（注）①上記金額には消費税等は含まれておりません。 

   ②上記の事業分野別の仕入金額については、仕入合計実績を売上比率で配分しております。 

 
２．販売実績 

（単位：千円、％） 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 自 平成18年４月１日 自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 至 平成18年９月30日 至 平成18年３月31日 

事業分野別 

金額 金額 

（参考） 
前年 
同期比 

金額 
土木・建材資材関連分野  
土木関連 780,503 777,918 △0.3 1,657,885 
 建材資材関連 2,531,393 2,911,015 +15.0 5,437,484 
 計 3,311,897 3,688,933 +11.4 7,095,369 
情報・輸送機器関連分野     
 情報関連 2,196,581 2,485,256 +13.1 4,376,935 
 輸送機器関連 758,338 1,011,965 +33.4 1,735,559 
 計 2,954,919 3,497,222 +18.4 6,112,495 
日用品関連分野     
 日用品関連 1,172,432 1,069,109 △8.8 2,213,635 
 フィルム関連 512,362 541,132 +5.6 1,066,630 
 計 1,684,794 1,610,242 △4.4 3,280,266 
化学工業関連分野     
 繊維関連 632,266 565,091 △10.6 1,230,526 
 化学工業関連 1,387,271 1,441,030 +3.9 2,847,909 
 計 2,019,538 2,006,122 △0.7 4,078,435 
 小計 9,971,148 10,802,520 +8.3 20,566,566 
不動産賃貸料 3,340 5,017 +50.2 6,569 
 合計 9,974,489 10,807,538 +8.4 20,573,135 

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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