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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は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 21,157 (   8.6) 2,077 (  13.2) 2,088 (  10.0)

17年９月中間期 19,488  (   7.3) 1,834 ( △5.5) 1,898 ( △2.3)

18年３月期 40,996 (  11.3) 3,885 (   2.5) 4,006 (   7.1)

 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 1,390 (  25.9) 111 40 111 40

17年９月中間期 1,104 (  51.2) 88 50 88 50

18年３月期 2,415 (  55.4) 183 45 183 44

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 △0百万円 17年９月中間期 0百万円 18年３月期 6百万円

②期中平均株式数(連結) 18年９月中間期 12,479,239株 17年９月中間期 12,478,763株 18年３月期 12,479,129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 45,002 26,390 52.5 1,894 03

17年９月中間期 40,932 20,718 50.6 1,660 30

18年３月期 44,225 22,470 50.8 1,794 28

（注）期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期 12,479,115株 17年９月中間期 12,479,044株 18年３月期 12,479,364株

(3)連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 1,167 △654 △836 4,460

17年９月中間期 734 △1,276 573 3,397

18年３月期 2,910 △1,982 205 4,719

(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 10社　持分法適用非連結子会社数 －社　持分法適用関連会社数 1社

(5)連結範囲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 43,410 4,070 2,270

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 181円90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８ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

当社グループは、株式会社ティーアンドケイ東華（当社）及び子会社10社、関連会社３社により構成されております。

当社は、子会社10社を連結し、関連会社３社については、重要性のない２社を除いて、持分法を適用しております。

当企業集団が営んでいる事業内容は、次のとおりであります。

(1）印刷インキ部門

当部門は、印刷インキ（オフセットインキ・グラビアインキ等）、印刷関連機材（ブランケット等）、印刷機械

等の販売を行っております。

(2）合成樹脂部門

当部門は、合成樹脂、同原料の製造販売を行っております。

(3）その他の部門

当部門は、各種産業廃棄物の焼却処理及び生命・損害保険代理業を行っております。

以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。

 

商品・建物等 

の賃貸 

建物等の賃貸 

半製品 

商品 

製品・半製品 

製品・半製品・商品 

商品 

製品・商品 

半製品 

・商品 

半製品・商品 

※１ 連結子会社    ※２ 持分法適用関連会社    ※３ 持分法非適用関連会社 

※２ 

ﾄｵｶｲﾝｷ(ﾊﾞﾝｸﾞﾗ 

ﾃﾞｨｼｭ)㈱ 
(印刷インキ部門) 

 

 

 

※１ 

東華油墨国際 

(香港)有限公司 
(印刷インキ部門) 

 

 

 

 

 

 

※１ 

㈱ﾁﾏﾆｰﾄｵｶ 
(印刷インキ部門) 

 

 

 

 

※１ 

韓国特殊ｲﾝｷ 

工業㈱ 
(印刷インキ部門) 

 

 

※１ 

杭華油墨化学有 

限公司 
(印刷インキ部門) 

 

 

 

 

 

※１ 

杭州経済技術開 

発区杭華油墨化 

学有限公司 
(印刷インキ部門) 

 

製品・商品・ 

㈱ﾁﾏﾆｰﾄｵｶに資金の貸付 

産業廃棄物

の処理 

製品・商品 

資金の貸付 

商品 

製品 商品 

産業廃棄物

の処理 

 

 

 

 

 

 

㈱ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｹｲ東華 
(印刷インキ部門) 

※１ 

ミヨシ産業㈱ 
(その他の部門) 

※１ 

富士化成工業㈱ 
(合成樹脂部門) 

※１ 

㈱岐阜吉弘商会 
(印刷インキ部門) 

※１ 

東北東華色素㈱ 
(印刷インキ部門) 

 

 

※３ 

SANHO CHEMICAL 

CO.,LTD 
(合成樹脂部門) 

製品・ 

商品 

製品・ 

商品 

製品・商品 

※３ 

大日精化(広州) 

油墨有限公司 
(印刷インキ部門) 

製品・ 

半製品 

※１ 

東華(広州)油墨 

有限公司 
(印刷インキ部門) 

製品 

製品・商品 
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２．経営方針

（1）会社の経営の基本方針

①　Ｔ＆Ｋの精神に則った経営の展開

Ｔ＆Ｋは、Ｔechnology and Ｋindness（技術と真心）の頭文字であり、常に数歩先んじたテクノロジーで製品

を開発、市場に供給し、そのバックグランドは人間性のある思いやり、真心（技術重視経営プラスハート）に支え

られているとする考え方であります。

このような方針のもとでＴＯＫＡグループは、絶えずユーザーニーズに耳を傾け、Ｔ＆Ｋの精神に基づき、お客

様に喜んでお使い頂ける高い技術水準で安定した品質の製品作り、よりきめ細かいサービスに努め、会社の競争力

の維持、強化、収益力の向上、財務体質の強化を図るとともに、株主に対しては配当水準の安定と向上に取り組ん

でおります。

②　グローバルなグループ経営の展開

将来に向けての成長が期待できるアジア地域への積極的な投資による事業拡大を行い、アジア地域での生産、販

売を更に拡大させ、印刷用インキを通じて地域の文化や風習を尊重した現地化に徹した経営に努めることで、ＴＯ

ＫＡグループの総合力の強化を図っております。特に印刷用インキの需要が急増しております中国市場を最重点地

域として、将来の更なる需要増に対処すべく、新工場への移転工事を開始いたしました。

③　紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）市場での優位性の確立

紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）は、大気中に揮発性の物質を放出しない地球に優しい環境型タイプのインキ

として日本国内はもとより、海外においてもＵＶ印刷方式のウエイトが高まりつつある中で、当社の技術的優位性

の部分を更に高め、日本国内においては当社が得意としている多品種、小ロット及び短納期面で他社との差別化を

推し進め、海外市場、特にアジア地域においては急速に進んでいるＵＶ化への対応を強化し、更なる市場シェアの

向上を目指し優位性を確立する所存であります。

④　経営の最重要課題として位置づけられる環境問題

紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）をはじめとして、環境への配慮を考慮した安全で環境対応型の印刷インキの

開発及び販売の強化に努める所存であります。

⑤　経営における迅速な意思決定と実行・透明性・健全性の追求を目指します。

（2）会社の利益配分に関する基本方針

当社の経営方針に則った事業展開により企業の競争力を高め、会社の業績を長期的に向上させることが最も重要な

課題であります。この考えをもとに配当につきましては、長期的・安定的な配当を維持し業績伸張に応じた利益還元

をしていくことを基本方針としております。

また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化とともに会社の継続的発展のための技術開発及び設備投資な

どに活用していく予定であります。

この方針に基づき、当中間期の配当金につきましては、１株につき13円とさせていただきます。

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、株式の流動性を高め、より多くの株主の増加を図ることを資本政策上の重要課題と認識しております。こ

の考えに基づき当社は、投資単位を平成10年８月より1,000単元から100単位に引き下げ、更に平成15年11月17日を

もって普通株式１株につき1.5株の株式分割を実施し、投資家層の拡大や流動性の向上を図りました。
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（4）中長期的な会社の経営戦略

経営の基本方針に則り、当社は印刷インキの総合インキメーカーとしての技術を基礎に、新しいマーケットの開拓、

新製品の開発及び高付加価値製品の開発を行い、顧客ユーザーに信頼され、同業他社と一味違う特色あるインキメー

カーとしてＴ＆Ｋの精神に則り、強力なる企業集団づくりを目指します。　

目標とする経営指標は次のとおりであります。

①　印刷用インキ市場での成長が期待されるアジアマーケットでのシェア拡大を目指し、特に中国市場においては、

積極的な設備投資により生産量を拡大、シェアの向上を狙う

②　新しいタイプの紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）の投入や、紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）の使用用途

の拡大を図り、海外を含めた紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）市場での安定的優位性の確立

③　日本国内で増設が続いている枚葉多色機向けインキでの日本国内シェア１位の確保

④　地球に優しい環境対応型インキへの取り組みの強化

⑤　ＲＯＥ、10％以上の確保

（5）対処すべき課題

①　当社グループの現状の認識について

当社グループは、Ｔ＆Ｋ（Ｔechnology and Ｋindness＝技術と真心）の精神に則り、日本国内においては高品

質と紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）において高い市場シェアを獲得し、東南アジア地域においては高い市場

シェアと高収益を維持しております。このベースは絶えずユーザーニーズに耳を傾け、ユーザーの役に立つ製品の

開発供給、よりきめ細かいサービスに努めること、更に東南アジアにおきましては、これらに加えて地域の文化や

風習を尊重した現地化に徹していることであります。

②　当面の対処すべき課題及びその対処方針

当社グループは、印刷インキの総合メーカーとしての技術を基礎に新しいマーケットの開拓、新製品の開発及び

高付加価値製品の開発を行い、顧客ユーザーに信頼され、同業他社と一味違う特色あるインキメーカーとしてＴ＆

Ｋ（Ｔechnology and Ｋindness＝技術と真心）の精神に則った経営を展開しております。国別、地域別に対処す

べき課題はそれぞれに異なっておりますが、当面、当社グループが対処すべき課題及び対処方針といたしまして以

下のことが挙げられます。

・紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）の用途拡大と市場シェアの拡大

日本国内においては、紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）のインキの中における割合は３％前後と非常に低く、

この割合を上げることこそ、当社の業績向上に直結するため、ユーザーニーズを積極的に掘り起こし、紫外線硬

化型インキ（ＵＶインキ）の用途拡大、新しいタイプの紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）の開発等に積極的に

対処しております。また、アジアにおいては、紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）による印刷方式が急速に拡大

されつつある中で、関係会社での現地生産設備を増強し、この需要に対応いたします。更に欧米向けには紫外線

硬化型インキ（ＵＶインキ）の輸出拡大及び技術フォローを図り、日本国内、海外ともにそのシェアの拡大を目

指します。

・特殊ＵＶインキへの積極的な対応

紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）のうち、特殊ＵＶインキ（光ファイバーケーブル向け着色剤・液晶パネル

向け着色用レジストの分散加工及びＰＤＰ向けの材料加工）のウェイトが急速に高まっており、この需要増に対

応するためにヒト・モノ・カネの経営資源を積極的に投下いたします。

・アジア地域での印刷インキの市場シェアの拡大

当社が合弁事業を展開しておりますアジアの国々においては、ＴＯＫＡグループが生産を行っております印刷

インキ部門では高い市場シェアと高収益を実現しております。特に中国では、今後インキの需要の急増が予想さ

れる中、長期的戦略に基づき新工場への移転工事に着手し、シェアの向上を目指します。

・印刷用インキの原料値上げの対応

　原油価格の高騰により、印刷インキ用の各種原料価格も数次にわたり上昇し、高止まりの状況の中で、ユーザー

であります印刷業界は価格競争も厳しく、我々印刷インキ業界からの製品価格への転嫁は聞き入れられず、経営的

には製造コストが上がり利益の圧迫要因となっておりますが、使用量の多い原材料の値下げ交渉に注力し、原料

トータルとしての値上げを極力抑える方針であります。
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③　具体的な取組状況等

　紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）の用途拡大、新製品の開発及び市場シェアアップに向け、研究開発グループ

の中に紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）関連専門部を設け、研究開発体制を充実させました。特に紫外線硬化型

インキ（ＵＶインキ）の内、特殊ＵＶインキにつきましては、その需要増に対応するためのヒト・モノ・カネの経

営３資源を重点投下しております。

　また、東南アジアの紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）の需要増に対して韓国及び中国国内の合弁会社で生産で

きるようにＵＶインキ生産専用工場を建設しました。更に紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）の技術を輸出し、ロ

イヤリティ及び技術料の増加を図るとともに欧米向けの輸出拡大と技術サービス強化のため、ベテランの技術者を

米国に常駐させております。

　更に当社の主力製品の印刷インキの原料であります顔料、合成樹脂及び有機溶剤などには多種類の化学物質が原

料として使われています。その製品特性に応じて何らかの環境に及ぼす可能性を考慮し、法令を遵守した製品設計

を心がけております。

（6）親会社等に関する事項

該当事項はありません。
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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のわが国経済は、個人消費の緩やかな増加や企業収益の改善及び設備投資の増加など民間需要

に支えられて景気は回復基調を保っております。また、世界経済も、米国やアジアを中心に着実に回復しております。

しかし、原油価格の上昇によります印刷インキ向け価格の上昇は大きく，先行きに不透明感が残る状況にあります。

　

　このような経済環境の中で、当社の経営理念でありますＴ＆Ｋ（Technology and Kindness＝技術と真心）の精神

に則り、ユーザーニーズに耳を傾け、ユーザーの役に立つ製品の開発・供給に注力するとともに、よりきめ細かい

サービスに努めました。

　この結果、当社グループの主力製品であります、枚葉インキ及び紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）が比較的好調

に推移し、当中間連結会計期間の業績は、売上高211億57百万円（前年同期比8.6％増）、経常利益20億88百万円（前

年同期比10.0％増）、中間純利益13億90百万円（前年同期比25.9％増）となりました。

　事業の部門別の業績は次のとおりであります。

　なお、事業の部門別の売上高及び営業利益は、セグメント間の内部取引消去前の金額によっております。

①　印刷インキ部門

当部門におきましては、国内においては、業界全体が厳しい中で紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）や枚葉多色

機向けの平版インキは順調に推移いたしましたが、原価価格の上昇によります印刷インキ向け価格の上昇は大きく、

収益面を圧迫しております。

　しかしながら、海外においては、日本国内と同様に枚葉インキや紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）が中国及び

韓国市場では順調に伸びたうえに、円安の影響もあり増益となりました。

　この結果、売上高は201億37百万円（前年同期比8.7％増）、営業利益は25億83百万円（前年同期比11.0％増）と

なりました。

②　合成樹脂部門

当部門におきましては、日本国内景気の緩やかな回復により塗料向け、接着剤向け及び土木向けの樹脂の需要が

若干回復した他、高付加価値の製品の拡販に注力いたしました。その結果、潜在性硬化剤は順調に推移し、環境対

応型の樹脂は省力化、高機能化の技術に後押しされて大幅な増加となり、営業利益の増加要因となりました。

　この結果、売上高は10億62百万円（前年同期比5.6％増）、営業利益は74百万円（前年同期比36.7％増）となり

ました。

③　その他の部門

当部門におきましては、産業廃棄物を焼却するためにダイオキシン対策の強化や損害保険代理業としての業務の

拡大に努めました。

　この結果、売上高は28百万円（前年同期比3.0％減）、営業利益は４百万円（前年同期比30.7％増）となりまし

た。

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

①　日本

国内の印刷インキを取り巻く環境は、日本経済は回復基調にありますが、需要先であります印刷業界は引き続き

競争が激しく、経営格差は拡大基調にあります。

　一方、印刷インキの主要原料を原油派生品に依存しております我々の業界は、原油価格の上昇によります印刷イ

ンキ向け価格の上昇は大きく、収益面への大きな圧迫要因となっております。

　このような状況の中で当社は、主力製品であります紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）や枚葉多色機向け平版イ

ンキの販売の強化を図りました。

　この結果、売上高は157億１百万円（前年同期比6.8％増）、営業利益は18億66百万円（前年同期比1.3％減）と

なりました。

②　東南アジア地域

東南アジア地域は、アジア全体の景気回復の影響をうけ、中国の合弁会社、杭華油墨化学有限公司をはじめ、各

地域共順調な経営成績となりました。

　この結果、売上高は72億74百万円（前年同期比14.1％増）、営業利益は８億８百万円（前年同期比38.9％増）と

なりました。
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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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益を22億23

百万円（前年同期比10.0％増）計上し、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費６億49百万円、社債償還資金へ

の充当等に伴う定期預金の払戻による収入８億円、短期借入金の純増加額32億96百万円及び長期借入れによる収入70

百万円等の資金の増加要因があったものの、売上債権の増加額11億11百万円、法人税等の支払額７億34百万円、有形

固定資産の取得による支出14億34百万円、長期借入金の返済による支出11億61百万円、社債の償還による支出30億円

及び親会社による配当金の支払１億62百万円等の資金の減少要因により、前連結会計年度末に比べて２億59百万円

（前連結会計年度末比5.5％減）減少し、44億60百万円となりました。

　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11億67百万円（前年同期比４億33百万円増）となりました。

　これは主に税金等調整前中間純利益22億23百万円及び有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費６億49百万円の

非資金項目によるもので、一方では売上債権の増加額11億11百万円及び法人税等の支払額７億34百万円を反映したも

のであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は６億54百万円（前年同期比６億22百万円減）となりました。

　これは主に埼玉工場生産設備等の有形固定資産の取得による支出14億34百万円及び社債償還資金への充当等に伴う

定期預金の払戻による収入８億円を反映したものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は８億36百万円（前年同期は５億73百万円の収入）となりました。

　これは主に社債の償還による支出30億円、長期借入金の返済による支出11億61百万円、親会社による配当金の支払

額１億62百万円によるもので、一方では、短期借入金の純増加額32億96百万円及び少数株主の払込による収入２億24

百万円を反映したものであります。

　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（％） 49.2 49.4 50.6 50.8 52.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
69.4 70.2 69.7 63.5 58.2

債務償還年数（年） 2.0 2.0 5.0 2.5 2.7

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
27.1 26.2 10.9 18.5 12.2

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：株主時価総額／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 

（注）１．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。 

２．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。 

３．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。 

４．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、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」及び「利息の支払額」を用いております。 
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（3）通期の見通し

今後の見通しにつきましては、原油価格の高止まりはわが国経済のみならず、当社グループが事業展開をしており

ます世界各地において、その影響は大きいものと覚悟せざるを得ない状況にあります。我々印刷インキメーカーは、

その主要原料を原油派生品に依存しており、原油価格の高止まりは印刷インキ用原材料の高止まりとなり、収益圧迫

の大きなファクターとなっております。

　そのような中、当社グループは経営全般にわたるコスト削減・効率化に努め、真にユーザーが満足し役に立つ製品

の開発、市場への供給に注力し、業績向上に邁進する所存であります。

　配当金につきましては、当中間期１株当たり13円といたします。

　これらを踏まえて、平成19年３月期の業績見通しは当初の計画通りといたします。

　　連結の業績予想（　）は前年度比

　　　売上高　　　　　43,410百万円（　 5.9％増）

　　　経常利益　　　　 4,070百万円（　 1.6％増）

　　　当期純利益　　　 2,270百万円（　 6.0％減）

　　個別の業績予想（　）は前年度比

　　　売上高　　　　　29,200百万円（　 5.0％増）

　　　経常利益　　　　 2,800百万円（　14.3％減）

　　　当期純利益　　　 1,650百万円（　23.5％減）

（4）事業等のリスク

　当社グループの事業、成績、財政状態、キャッシュ・フロー等に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクについて

は、以下のことが挙げられます。

①　原材料市況等の影響について

　印刷用インキは原油派生品、輸入植物油等が主原料となっており、原油価格及び為替相場の変動により調達価格

が影響を受けます。当上半期において、原油価格及び為替相場の変動によって当社の業績に重大な影響を及ぼす事

象が発生した事実はありませんが、国際石油市況及び為替相場に予期せぬ異常な変動が生じた場合などには、当社

グループの業績は影響を受ける可能性があります。

②　他社との競合について

　印刷用インキは当社の他、国内外の印刷用インキメーカーによって製造されております。近年の印刷業界の競争

激化の影響もあり、印刷用インキメーカーも厳しい事業環境が続いております。当社は環境対応製品の開発及び印

刷業界の要望であります短納期、小ロット及び高品質化に応える製品開発を行うことにより他社との差別化を図っ

て対応しておりますが、他社との競合及びユーザーサイドからの価格の引き下げ圧力に伴い販売価格が下落するこ

とによって、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

③　海外展開による業績への影響について

　当社グループは、東南アジアを中心としてグローバルな事業展開を行っており、連結売上高に占める海外売上高

の比率は平成18年３月期35.6％、平成19年３月期・中間36.7％となっております。そのため進出先地域の景気動向

や政治的・経済的な社会情勢によって当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。また、為替相場の変

動は連結決算における在外子会社財務諸表の円貨換算額に影響を与えるため、当社の予想の範囲を超える相場変動

が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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④　子会社、株式会社チマニートオカの外貨建借入金について

　インドネシアの子会社であります株式会社チマニートオカ（現地通貨：インドネシア・ルピア）は、外貨建て（円

建て及びＵＳドル建て）の借入金（平成18年９月30日現在の残高：4,693百万円、2,600千ＵＳドル）を有しており

ます。そのため、インドネシア・ルピア対日本円及びインドネシア・ルピア対ＵＳドルの為替相場の変動は、株式

会社チマニートオカの財務諸表で計上される期末換算差損益を通じて当社の連結財務諸表に反映されることになり

ます。過去の連結会計年度及び当連結会計期間の当該借入金に係る為替換算差損益の金額は下表のとおりとなって

おります。当社グループは、当該借入金に関する為替・金利変動リスクを少しでも低減させるため、ＵＳドル建て

借入金を円建てに切り替え、また、その資金を親子ローンとすることなどの対策を行っておりますが、インドネシ

ア・ルピアの対日本円及びＵＳドル相場の変動は当社の業績に影響を与えております。

平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成18年９月中間期

272百万円

（特別利益）

227百万円

（特別損失）

611百万円

（特別損失）

377百万円

（特別利益）

153百万円

（特別利益）

⑤　地震等自然災害について

  地震等自然災害につきましては、その安全対策に取り組んでおりますが、万一、大きな自然災害が発生した場合

には、製造設備、建物の損壊により生産活動が中断し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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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）

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（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 5,351 5,315 6,374

２．受取手形及び売掛金  ※１ 13,052 15,011 13,895

３．有価証券  15 2 2

４．たな卸資産 5,278 5,342 5,286

５．繰延税金資産 375 371 379

６．前渡金 29 41 24

７．前払費用 43 51 54

８．その他 179 116 145

貸倒引当金 △130 △146 △144

流動資産合計 24,196 59.1 26,106 58.0 26,018 58.8

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物及び構築物 ※２ 12,109 12,464 12,332

２．機械装置及び運搬
具

※２ 10,619 11,421 11,213

３．工具器具及び備品 ※２ 2,022 2,295 2,222

４．土地 ※２ 4,407 4,734 4,450

５．建設仮勘定 268 1,479 815

減価償却累計額 △15,829 △17,338 △16,687

有形固定資産合計 13,598 33.2 15,057 33.5 14,347 32.4

(2）無形固定資産 307 0.8 160 0.3 165 0.4

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 1,887 2,702 2,769

２．繰延税金資産 155 91 82

３．長期前払費用 25 11 12

４．その他 847 965 914

　貸倒引当金 △86 △91 △84

投資その他の資産
合計

2,829 6.9 3,678 8.2 3,693 8.4

固定資産合計 16,735 40.9 18,896 42.0 18,206 41.2

資産合計 40,932 100.0 45,002 100.0 44,225 100.0
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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）

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（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．支払手形及び買掛金  ※１ 7,490 8,544 8,238

２．短期借入金 ※2.4 2,810 5,947 2,672

３．一年以内返済予定の
長期借入金

※２ 1,320 200 1,402

４．一年以内償還予定の
社債

3,000 － 3,000

５．未払金 985 674 920

６．未払法人税等 694 623 705

７．賞与引当金 486 489 507

８．役員賞与引当金 － 30 －

９．その他 227 254 207

流動負債合計 17,015 41.6 16,765 37.3 17,653 39.9

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 267 254 132

２．繰延税金負債 24 116 161

３．退職給付引当金 840 872 893

４．役員退職慰労引当金 437 481 459

５．その他 72 122 113

固定負債合計 1,641 4.0 1,846 4.1 1,759 4.0

負債合計 18,657 45.6 18,612 41.4 19,413 43.9
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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）

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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（少数株主持分）

少数株主持分 1,556 3.8 － － 2,341 5.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,060 5.0 － － 2,060 4.7

Ⅱ　資本剰余金 2,059 5.0 － － 2,059 4.6

Ⅲ　利益剰余金 17,351 42.4 － － 18,363 41.5

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

468 1.2 － － 803 1.8

Ⅴ　為替換算調整勘定 △1,173 △2.9 － － △769 △1.7

Ⅵ　自己株式 △46 △0.1 － － △46 △0.1

資本合計 20,718 50.6 － － 22,470 50.8

負債、少数株主持分及
び資本合計

40,932 100.0 － － 44,225 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本  

１　資本金  － － 2,060 4.6 － －

２　資本剰余金  － － 2,059 4.6 － －

３　利益剰余金  － － 19,513 43.3 － －

４　自己株式  － － △46 △0.1 － －

株主資本合計  － － 23,586 52.4 － －

Ⅱ　評価・換算差額等  

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 761 1.7 － －

２　為替換算調整勘定  － － △712 △1.6 － －

評価・換算差額等合計  － － 49 0.1 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 2,754 6.1 － －

純資産合計  － － 26,390 58.6 － －

負債純資産合計  － － 45,002 100.0 － －
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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)

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（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 19,488 100.0 21,157 100.0 40,996 100.0

Ⅱ　売上原価 14,615 75.0 15,887 75.1 30,781 75.1

売上総利益 4,873 25.0 5,269 24.9 10,214 24.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 3,038 15.6 3,192 15.1 6,329 15.4

営業利益 1,834 9.4 2,077 9.8 3,885 9.5

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 22 44 56

２．受取配当金 37 35 47

３．持分法による投資利
益

0 － 6

４．為替差益 47 11 84

５．その他 35 144 0.8 30 120 0.6 130 325 0.8

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 67 91 164

２．その他 12 80 0.4 17 108 0.5 39 203 0.5

経常利益 1,898 9.8 2,088 9.9 4,006 9.8

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ 2 2 9

２．貸倒引当金戻入益 14 8 13

３．為替差益 122 153 377

４．その他特別利益 － 139 0.7 11 176 0.8 － 400 1.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※３ 3 0 1

２．固定資産除却損 ※４ 8 3 15

３．貸倒引当金繰入額  3 － 1

４．棚卸廃棄損 － － 107

５．過年度損益修正損 － 37 31

６．その他特別損失 1 15 0.1 － 41 0.2 25 182 0.5

税金等調整前中間
（当期）純利益

2,021 10.4 2,223 10.5 4,224 10.3

法人税、住民税及
び事業税

727 663 1,413

法人税等調整額 15 743 3.8 △15 647 3.0 △4 1,409 3.4

少数株主利益（控
除）

173 0.9 186 0.9 400 1.0

中間（当期）純利
益

1,104 5.7 1,390 6.6 2,415 5.9

－ 13 －



(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（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,059 2,059

Ⅱ　資本剰余金減少高

１．自己株式処分差益 △0 △0 0 0

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残高 2,059 2,059

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 16,494 16,494

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 1,104 1,104 2,415 2,415

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 162 324

２．役員賞与 85 108

３．在外子会社剰余金修正額 － 247 112 545

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高 17,351 18,363
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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
（百万円）

2,060 2,059 18,363 △46 22,436

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △162  △162

役員賞与（注）   △77  △77

中間純利益   1,390  1,390

自己株式の取得    △0 △0

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
　　　　　　　 　（百万円）

  1,150 △0 1,149

平成18年９月30日　残高
（百万円）

2,060 2,059 19,513 △46 23,586

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

803 △769 33 2,341 24,811

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）     △162

役員賞与（注）     △77

中間純利益     1,390

自己株式の取得     △0

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）

△41 57 15 413 429

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△41 57 15 413 1,578

平成18年９月30日　残高
（百万円）

761 △712 49 2,754 26,390

 （注）定時株主総会における利益処分項目であります。
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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)

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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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

2,021 2,223 4,224

減価償却費 592 649 1,304

持分法による投資損
益

△0 0 △6

退職給付引当金の減
少額

△54 △24 △2

役員退職慰労引当金
の増減額

△30 21 △7

賞与引当金の増減額 0 △17 21

役員賞与引当金の増
加額

－ 30 －

貸倒引当金の増加額 19 10 24

受取利息及び受取配
当金

△60 △79 △103

支払利息 67 91 164

有形固定資産売却損
益

1 △2 △7

有形固定資産除却損 8 0 11

その他特別損益 △122 △153 △377

売上債権の増加額 △483 △1,111 △1,054

たな卸資産の増減額 △61 △34 136

仕入債務の増減額 △1 294 596

その他資産の増減額 68 △121 △49

その他負債の増減額 △124 236 △96

役員賞与の支払額 △87 △79 △133

小計 1,753 1,933 4,644

－ 16 －



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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

利息及び配当金の受
取額

39 63 95

利息の支払額 △67 △95 △157

法人税等の支払額 △990 △734 △1,672

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

734 1,167 2,910

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

△1,946 △1,146 △4,417

定期預金の払戻によ
る収入

1,946 1,946 4,716

有形固定資産の取得
による支出

△1,296 △1,434 △1,932

有形固定資産の売却
による収入

38 4 74

無形固定資産の取得
による支出

△0 △14 △102

投資有価証券の取得
による支出

△6 △8 △337

投資有価証券の売却
による収入

－ － 17

その他の収支 △11 0 △0

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,276 △654 △1,982

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

751 3,296 540

長期借入れによる収
入

100 70 100

長期借入金の返済に
よる支出

△77 △1,161 △127

社債の償還による支
出

－ △3,000 －

自己株式の売却によ
る収入

3 － 4
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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)

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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

自己株式の取得によ
る支出

△0 △0 △2

少数株主の払込によ
る収入

－ 224 572

親会社による配当金
の支払額

△161 △162 △324

少数株主への配当金
の支払額

△41 △103 △557

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

573 △836 205

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

188 63 410

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

220 △259 1,542

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

3,177 4,719 3,177

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

3,397 4,460 4,719
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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 連結子会社の数　10社

ミヨシ産業株式会社

東北東華色素株式会社

株式会社岐阜吉弘商会

富士化成工業株式会社

株式会社チマニートオカ

東華油墨国際（香港）有限公

司

韓国特殊インキ工業株式会社

東華（広州）油墨有限公司

杭華油墨化学有限公司

杭州経済技術開発区杭華油墨

化学有限公司

同左 同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社　１社

トオカインキ（バングラデ

シュ）株式会社

(1）　　　　 同左 (1）　　　　 同左

(2）持分法を適用していない関連会

社、SANHO CHEMICAL CO.,

LTD．及び大日精化（広州）油墨

有限公司については、中間純損益

及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、持分法の適用

範囲から除外しております。

(2）　　　　 同左 (2）持分法を適用していない関連会

社、SANHO CHEMICAL CO.,

LTD．及び大日精化（広州）油墨

有限公司については、当期純損益

及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

　連結子会社のうち、株式会社チマ

ニートオカ、韓国特殊インキ工業株

式会社、東華油墨国際（香港）有限

公司、東華（広州）油墨有限公司、

杭華油墨化学有限公司及び杭州経済

技術開発区杭華油墨化学有限公司の

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６

月30日現在の財務諸表を使用してお

ります。

　なお、中間連結決算日との間に生

じ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、株式会社チマ

ニートオカ、韓国特殊インキ工業株

式会社、東華油墨国際（香港）有限

公司、東華（広州）油墨有限公司、

杭華油墨化学有限公司及び杭州経済

技術開発区杭華油墨化学有限公司の

決算日は12月31日であり、連結財務

諸表の作成にあたっては12月31日現

在の財務諸表を使用しております。

　なお、連結決算日との間に生じた

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)

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

イ．有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

イ．有価証券

満期保有目的の債券

同左

イ．有価証券

満期保有目的の債券

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

部資本直入法により処理し、

売却原価は主として移動平均

法により算定）

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）

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

原価は主として移動平均法に

より算定）

時価のないもの

　主として移動平均法による

原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

ロ．デリバティブ

時価法

ロ．デリバティブ

同左

ロ．デリバティブ

同左

ハ．たな卸資産

(イ）商品・製品・半製品・原材

料・仕掛品

　主として総平均法に基づく原

価法によっております。

ハ．たな卸資産

(イ）商品・製品・半製品・原材

料・仕掛品

同左

ハ．たな卸資産

(イ）商品・製品・半製品・原材

料・仕掛品

同左

(ロ）貯蔵品

　主として最終仕入原価法に基

づく原価法によっております。

(ロ）貯蔵品

同左

(ロ）貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ．有形固定資産

　　親会社及び国内連結子会社は、

定率法を採用し、在外連結子会社

は、所在地国の会計基準の規定に

基づいております。ただし、親会

社及び国内連結子会社については、

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、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物

３～50年

機械装置及び運搬具

４～17年

イ．有形固定資産

同左

イ．有形固定資産

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)

ロ．無形固定資産

　親会社及び連結子会社は、定額

法を採用しております。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（５

年）に基づく定額法を採用してお

ります。

ロ．無形固定資産

同左

ロ．無形固定資産

同左

 (3）重要な引当金の計上基

準

イ．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。

　在外連結子会社は、原則として

貸倒見積額を計上しております。

イ．貸倒引当金

同左

イ．貸倒引当金

同左

ロ．賞与引当金

  親会社及び国内連結子会社は、

主として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。

ロ．賞与引当金

同左

ロ．賞与引当金

同左

ハ．　  　　　―　　　　　　　 ハ. 役員賞与引当金

  当社及び国内連結子会社は役員

賞与の支出に備えて、当連結会計

年度における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。

  この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益は、それぞれ30百

万円減少しております。

  なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。

ハ.　　　　 　 ―
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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)

ニ．退職給付引当金

　親会社及び国内連結子会社は、

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務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(10年)による定額法により按分

した額を、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理しておりま

す。

ニ．退職給付引当金

同左

ニ．退職給付引当金

　親会社及び国内連結子会社は、

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務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(10年)による定額法により按分

した額を、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理しておりま

す。

ニ．役員退職慰労引当金

　親会社及び国内連結子会社は、

役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、内規に基づく当中間連結会

計期間末要支給額を計上しており

ます。

ニ．役員退職慰労引当金

同左

ニ．役員退職慰労引当金

　親会社及び国内連結子会社は、

役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

(4）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

(5）重要なヘッジ会計の方

法

イ．ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。なお、為替予約につい

ては振当処理の要件を満たして

いる場合は振当処理を、金利ス

ワップについては特例処理の要

件を満たしている場合は特例処

理を採用しております。

イ．ヘッジ会計の方法

同左

イ．ヘッジ会計の方法

同左

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約及び金利スワップ

　なお、当中間連結会計期間末日

現在、為替予約については行って

おりません。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約、通貨オプション及

び金利スワップ

　なお、当中間連結会計期間末日

現在、為替予約及び通貨オプショ

ンについては行っておりません。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約、通貨オプション及

び金利スワップ

　なお、期末日現在、為替予約及

び通貨オプションについては行っ

ておりません。

ヘッジ対象

　原材料等輸入による外貨建買

入債務、外貨建予定取引及び借

入金

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

ハ．ヘッジ方針

　当社の社内規程に基づき、為

替変動リスク及び金利変動リス

クをヘッジしております。

ハ．ヘッジ方針

同左

ハ．ヘッジ方針

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)

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計

を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しておりま

す。ただし、特例処理によって

いる金利スワップについては、

有効性の評価を省略しておりま

す。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

同左

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）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

　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。

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

  当連結会計年度より、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23,635百万円であります。

　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。

──────
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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．　　　 ―――――――― ※１．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 301百万円

 支払手形 156百万円

 ※１．　　　 ――――――――

※２．担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

※２．担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

※２．担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

　担保資産

建物及び構築

物
1,047百万円 (　1,047百万円)

機械装置 131 ( 　 131　　　)

工具器具及び

備品
1 ( 　　 1    　)

土地 112 (　   76  　　)

合計 1,293 (  1,257  　　)

　担保付債務

短期借入金 773百万円 (  　761百万円)

一年以内返済

予定の長期借

入金

1,046 (　1,040  　　)

長期借入金 56 (     50  　　)

合計 1,875 (  1,851      )

　担保資産

建物及び構築

物
985百万円 (　  985百万円)

機械装置 129 ( 　 129　　　)

工具器具及び

備品
1 ( 　   1    　)

土地 112 (　   76  　　)

合計 1,230 (  1,194  　　)

　担保付債務

短期借入金 3,097百万円 (  3,091百万円)

一年以内返済

予定の長期借

入金

152 (　  140  　　)

長期借入金 10 (     10  　　)

合計 3,260 (  3,241      )

　担保資産

建物及び構築

物
1,015百万円 (　1,015百万円)

機械装置 130 (　  130      )

工具器具及び

備品
1 (      1      )

土地 112 (　   76      )

合計 1,260 (  1,224      )

　担保付債務

短期借入金 8百万円 (　 　－百万円)

一年以内返済

予定の長期借

入金

1,046 (　1,040      )

長期借入金 33 (     30      )

合計 1,087 (  1,070      )

　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（　）内書は工場財団抵当並

びに当該債務を示しております。

　ただし、当該債務のうち根抵当権設定極

度額は1,805百万円であります。

　ただし、当該債務のうち根抵当権設定極

度額は1,805百万円であります。

　３．偶発債務 　３．偶発債務 　３．偶発債務

　企業集団以外の会社等の金融機関より

の借入金について保証を行っております。

　企業集団以外の会社等の金融機関より

の借入金について保証を行っております。

　企業集団以外の会社等の金融機関より

の借入金について保証を行っております。

(1）債務保証 (1）債務保証 (1）債務保証

島　勝夫 5百万円

田中産業株式会社 3

その他2社 1

計 11

島　勝夫 4百万円

その他2社 0

計 5

島　勝夫 4百万円

田中産業株式会社 1

その他２社 1

計 7

(2）保証予約 (2）　　　――――――――― (2）　　　―――――――――

株式会社ウエマツ 12百万円
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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）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※４．当社及び連結子会社（東華油墨国際（香

港）有限公司・東華（広州）油墨有限公司

及び韓国特殊インキ工業株式会社）は運転

資金の効率的な調達を行うため取引銀行３

行と当座貸越契約を締結しております。こ

の契約に基づく当中間連結会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

※４．当社及び連結子会社（東華油墨国際（香

港）有限公司及び東華（広州）油墨有限公

司）は運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行２行と当座貸越契約及び取引銀行

１行と貸出コミットメント契約を締結して

おります。この契約に基づく当中間連結会

計期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

※４．当社及び連結子会社（東華油墨国際（香

港）有限公司及び東華（広州）油墨有限公

司）は運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行２行と当座貸越契約を締結してお

ります。この契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度額 2,493百万円

借入実行残高 930

差引額 1,563

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

5,476百万円

借入実行残高 3,278

差引額 2,197

当座貸越極度額 2,493百万円

借入実行残高 192

差引額 2,300

　５．受取手形裏書譲渡高　　　　209百万円 　５．受取手形裏書譲渡高　 　   242百万円 　５．受取手形裏書譲渡高　　  　338百万円
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（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要な費目と金

額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目と金

額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目と

金額は次のとおりであります。

荷造運搬費 423百万円

貸倒引当金繰入額 30

役員報酬 146

給料 798

賞与手当 31

賞与引当金繰入額 214

退職給付費用 60

役員退職慰労引当金

繰入額
22

租税公課 67

減価償却費 102

試験研究費 31

荷造運搬費 450百万円

貸倒引当金繰入額 18

役員報酬 173

給料 812

賞与手当 33

賞与引当金繰入額 218

退職給付費用 44

役員退職慰労引当金

繰入額
21

租税公課 68

減価償却費 127

試験研究費 174

荷造運搬費 884百万円

役員報酬 359

給料 1,576

賞与手当 290

賞与引当金繰入額 228

退職給付費用 115

役員退職慰労引当金

繰入額
64

租税公課 131

減価償却費 234

試験研究費 349

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであ

ります。

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであ

ります。

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

機械装置及び運搬具 2百万円 機械装置及び運搬具 2百万円

工具器具及び備品 0 

計 2

建物及び構築物 3百万円

機械装置及び運搬具 3

工具器具及び備品 1

土地 1

計 9

※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであ

ります。

※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであ

ります。

※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 3百万円

工具器具及び備品 0

計 3

機械装置及び運搬具 0百万円

工具器具及び備品 0

計 0

機械装置及び運搬具 1百万円

工具器具及び備品 0

計 1

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

※４．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 6百万円

機械装置及び運搬具 1

工具器具及び備品 0

計 8

建物及び構築物 3百万円

機械装置及び運搬具 0

工具器具及び備品 0

計 3

建物及び構築物 12百万円

機械装置及び運搬具 3

工具器具及び備品 0

計 15

－ 27 －



（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（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 12,506,170 － － 12,506,170

合計 12,506,170 － － 12,506,170

自己株式

普通株式（注） 26,806 249 － 27,055

合計 26,806 249 － 27,055

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加249株は、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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

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 162 13 平成18年３月31日 平成18年６月30日

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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

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14日

取締役会
普通株式 162 利益剰余金 13 平成18年９月30日 平成18年12月８日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成17年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 5,351百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△1,954

現金及び現金同等物 3,397

現金及び預金勘定 5,315百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△855

現金及び現金同等物 4,460

現金及び預金勘定 6,374百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△1,654

現金及び現金同等物 4,719
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①　リース取引

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．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

（借主側）

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

（借主側）

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

（借主側）

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

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、減損損失累計額相当額及び

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、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

機械装置及び
運搬具

491 165 325

工具器具及び
備品

166 107 59

ソフトウェア 555 337 218

合計 1,213 609 603

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

機械装置及び
運搬具

623 204 418

工具器具及び
備品

97 66 31

ソフトウェア 401 282 119

合計 1,122 553 569

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械装置及び
運搬具

544 195 348

工具器具及び
備品

159 115 44

ソフトウェア 552 387 165

合計 1,256 698 557

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

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

１年内 218百万円

１年超 411

合計 629

１年内 168百万円

１年超 428

合計 596

１年内 201百万円

１年超 383

合計 584

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

支払リース料 123百万円

減価償却費相当額 112

支払利息相当額 11

支払リース料 128百万円

減価償却費相当額 117

支払利息相当額 11

支払リース料 246百万円

減価償却費相当額 224

支払利息相当額 22

（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。

（4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

（5）利息相当額の算定方法

同左

（5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 0百万円

１年超 1

合計 1

１年内 1百万円

１年超 2

合計 4

１年内 1百万円

１年超 3

合計 4

（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。 

（減損損失について） 

同左

（減損損失について） 

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年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（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 533 1,323 789

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 533 1,323 789

（注）　減損処理にあたっては、期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の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

非上場外国債券 17

(2）その他有価証券

非上場株式 338
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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（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 553 1,837 1,284

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 553 1,837 1,284

（注）　減損処理にあたっては、期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の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

非上場外国債券 303

(2）その他有価証券

非上場株式 350
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前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 546 1,900 1,353

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 546 1,900 1,353

（注）　減損処理にあたっては、期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の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

非上場外国債券 302

(2）その他有価証券

非上場株式 350
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等 時価（百万円）
評価損益
（百万円）

通貨 通貨オプション取引

売建米ドル 118   

（オプション料） (5) 6 △0

買建米ドル 118   

（オプション料） (2) 0 △2

合計 － － △3

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

  該当事項はありません。

前連結会計期間末（平成18年３月31日現在）

　該当事項はありません。
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④　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）

インキ事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

インキ事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

インキ事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

日本（百万円）
東南アジア
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結（百万円）

　売上高

(1）外部顧客に対する売上高 13,473 6,015 19,488 － 19,488

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,231 360 1,592 (1,592) －

計 14,705 6,375 21,080 (1,592) 19,488

　営業費用 12,813 5,793 18,606 (953) 17,653

　営業利益 1,891 582 2,474 (639) 1,834

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

東南アジア……中国、香港、韓国、インドネシア

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620百万円であり、その主なものは、

親会社の人事・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
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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）

日本（百万円）
東南アジア
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結（百万円）

　売上高

(1）外部顧客に対する売上高 14,255 6,901 21,157 － 21,157

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,445 372 1,817 (1,817) －

計 15,701 7,274 22,975 (1,817) 21,157

　営業費用 13,834 6,465 20,299 (1,219) 19,080

　営業利益 1,866 808 2,675 (598) 2,077

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

東南アジア……中国、香港、韓国、インドネシア

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655百万円であり、その主なものは、

親会社の人事・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．会計方針の変更

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（3）ハに記載のとおり、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

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」、「消去又は全社」の営業費用は30百万円増加

し、営業利益が同額減少しております。

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）

日本（百万円）
東南アジア
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結（百万円）

　売上高

(1）外部顧客に対する売上高 27,469 13,526 40,996 － 40,996

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
2,608 681 3,290 (3,290) －

計 30,077 14,208 44,286 (3,290) 40,996

　営業費用 26,247 12,940 39,188 (2,077) 37,110

　営業利益 3,830 1,267 5,098 (1,212) 3,885

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

東南アジア……中国、香港、韓国、インドネシア

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1,246百万円であり、その主なもの

は、親会社の人事・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
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ｃ．海外売上高

東南アジア その他の地域 計

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)

Ⅰ　海外売上高（百万円） 6,034 579 6,613

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 19,488

Ⅲ　連結売上高に占める海

外売上高の割合（％）
30.9 3.0 33.9

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。

東南アジア……中国、台湾、韓国、インドネシア

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。

東南アジア その他の地域 計

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)

Ⅰ　海外売上高（百万円） 7,007 753 7,760

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 21,157

Ⅲ　連結売上高に占める海

外売上高の割合（％）
33.1 3.6 36.7

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。

東南アジア……中国、台湾、韓国、インドネシア

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。

東南アジア その他の地域 計

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)

Ⅰ　海外売上高（百万円） 13,462 1,128 14,591

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 40,996

Ⅲ　連結売上高に占める海

外売上高の割合（％）
32.8 2.8 35.6

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。

東南アジア……中国、台湾、韓国、インドネシア

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 1,660.30円

１株当たり中間純利益金

額
88.50円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
88.50円

１株当たり純資産額 1,894.03円

１株当たり中間純利益金

額
111.40円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
111.40円

１株当たり純資産額 1,794.28円

１株当たり当期純利益金

額
183.45円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
183.44円

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

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（百万円） 1,104 1,390 2,415

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 125

　（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (125)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,104 1,390 2,289

期中平均株式数（株） 12,478,763 12,479,239 12,479,129

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益金額
   

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（株） 624 234 465

（うち自己株式譲渡方式のストックオプ

ション）
(624) (234) (465)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

－ － －
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５．生産、受注及び販売の状況

１．生産実績

事業部門の名称

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 構成比 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

印刷インキ部門 17,194 94.9 18,698 95.1 36,820 95.0

合成樹脂部門 926 5.1 968 4.9 1,943 5.0

合計 18,121 100.0 19,667 100.0 38,763 100.0

 （注）１．金額は販売価格によっております。

 ２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．受注状況

当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

３．販売実績

事業部門の名称

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 構成比 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

印刷インキ部門 18,516 95.0 20,137 95.2 38,978 95.1

合成樹脂部門 966 5.0 1,015 4.8 2,008 4.9

その他の部門 4 0.0 4 0.0 10 0.0

合計 19,488 100.0 21,157 100.0 40,996 100.0

（注）１．前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販

売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

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 割合 金　　　額 割合 金　　　額 割合

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

ＪＳＲ株式会社 2,370 12.2 2,736 12.9 5,408 13.2

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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