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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）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 7,435 ( 6.5) 569 ( 28.5) 584 (  16.8)

17年9月中間期 6,984 ( 6.1) 442 (  42.9) 500 (  34.4)

18年3月期 14,338  986  1,072  

 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 335 (10.2) 57 94 57 92

17年9月中間期 304 (18.4) 52 83 52 71

18年3月期 657  110 88 110 77

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 7百万円 17年9月中間期 3百万円 18年3月期 27百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年9月中間期
5,782,293
株

17年9月中間期
5,755,349
株

18年3月期
5,759,703
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 14,921 10,209 68.4 1,764 34

17年9月中間期 13,957 9,599 68.8 1,666 61

18年3月期 14,497 10,039 69.2 1,733 93

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 5,786,330株17年9月中間期 5,760,130株18年3月期 5,779,130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 547 △42 △141 4,191

17年9月中間期 127 △552 △110 2,752

18年3月期 914 △324 △98 3,812

(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 3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

２．19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 15,000  1,130  640  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 110円61銭  

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想数値と異なる可能性があります。上記予想に関連する事項につきましては添付資料の５ページを参

照して下さい



１．企業集団の状況

当社グル－プは、三共理化学株式会社（当社）及び子会社３社、関連会社４社、並びにその他の関係会社１社より構成

されており、耐水研磨布紙の製造、販売を主な事業としているほか、これに附帯するサ－ビス業務等を営んでおります。

 事業の内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
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製造･加工･販売 

 

 
(株)三共理化学

研究所 

 

製品 

 

商品 

 

加工委託 

 

製品・商品 

 

不動産賃借 

 

製品・商品 

 

製品・商品 

 

製品 

 

製品 

 

製品 

 

製品 

 

製品 
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） 

REZBOND       
    ABRASIVES 
      CO.LTD. 
 

加工･販売(ｶﾅﾀﾞ) 

 

FUJI STAR COATED 

   ABRASIVES,INC. 

 

 

販売(ｱﾒﾘｶ) 

 

UNIQUE 

  SANDPAPERS 

      (J.T.M.)INC, 

加工･販売(ｶﾅﾀﾞ) 

 

 

 

 TOA-SANKYO 

  INDUSTRIES LTD. 

 

 

製造･加工･販売(ﾀｲ) 

 

 

VITRACO  SANKYO 

INDUSTRIES 

SDN.BHD. 
 

加工･販売(ﾏﾚｰｼｱ) 

 

G-TEAM  
MACHINERY 
(SHANGHAI)CO.,LTD. 

 

加工･販売(中国) 

 

製品 

 

製品 

 

製品 

 

製品 

 

製品 

 

製品 

 

 
（注）　※１　連結子会社

※２　関連会社で持分法適用会社

※３　関連会社で持分法非適用会社

※４　その他の関係会社
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

  当社グル－プは、顧客の立場にたって、時代を先取りしたたゆみない開発努力を旨とし、株主各位並びに投資家

の皆様と取引先各位並びに当社グル－プの強い信頼と互恵により、社会の発展に貢献できる企業として永遠に存続

することを、基本理念としております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グル－プは、中長期的視野にたって、業容の拡大や企業体質の強化を図ることによって、安定的な経営基

盤の確保に努めたいと考えており、長期にわたり安定した配当を行うことを基本原則としつつ、かつ配当決定に

あたっては、業績はもとより、経済環境、経営体質の強化並びに将来の事業展開に備えるための内部留保の充実

など、長期的、総合的に勘案しております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社グループは、個人投資家の拡大及び株式の流動性向上については、経営の重要課題の一つと考えております。

投資単位の引下げにつきましては、費用並びに効果などを検討し、株券不発行制度導入の時期を目処に実施するこ

とを検討しております。

(4）目標とする経営指標

　　当社グループは以下の主要経営指標を設定しております。　　　

  (1）自己資本当期純利益率　　　5.5％

  (2）売上高経常利益率　　　　　7.5％

(5）中長期的な会社の経営戦略

　　当社グループの中長期的な経営戦略と致しましては、次の点を重点施策としております。

　 （1）研磨布紙を軸とした事業展開の推進

　 （2）製品開発力の向上

　 （3）グローバル事業展開の推進

　 （4）スピード・責任を重視した意思決定とモニタリング機能の強化

　 （5）リアルタイムに情報を収集し、経営に反映するためのインフラの整備

　 （6）人材の確保・育成

(6）会社の対処すべき課題

　　　中長期的な戦略の具現化のため、対処すべき課題として、次の点に取り組んでまいります。

  (1）生産能力の増強及び合理化

　　　研磨布紙の一次加工製造設備において、現行設備の見直しを行い、生産性の向上他、より効率的な設備への

　　　投資を検討してまいります。

　(2）研究開発強化

　　　市場創造型の製品開発に向けて、開発体制の見直しや異業種との連携強化を図ってまいります。

　(3）品質向上強化

　　　品質の一層の向上と環境保全のため、ISO9001、ISO14001の維持向上へ向けて取り組んでまいります。

　(4）販売体制の強化

　　　顧客密着型販売体制の再構築を図り、販売体制の強化に取り組んでまいります。

　(5）情報システムの再構築

　　　生産・販売・財務の全般に亘って、情報のリアルタイム化を図り、経営の効率化を推進してまいります。

　(6）内部管理体制の強化

　　　内部管理体制の再構築のプログラムを策定し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。

  (7）人材育成

　　　教育訓練プログラムを策定し、組織の一層の効率化を推進してまいります。
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(7）親会社等に関する事項 

 　①親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権

所有割合（％）

親会社等が発行する株券が上

場されている証券取引所等

株式会社三共理化学研究所

上場会社が他の会社の関連会

社である場合における当該他

の会社

35.3 なし

　②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

    当社の親会社等に当たる株式会社三共理化学研究所は、当社株式を2,036千株所有しておりますが、当社が事業活動

  を行う上では自らの意思決定で事業活動を運営しており、独立性が確保されていると認識しております。

 （役員の兼務状況）

役職 氏名
親会社等又はそのグループ企

業での役職
就任理由

 取締役相談役 金子　毅 
親会社等㈱三共理化学研究所

代表取締役社長 

経営情報等の情報共有のため

就任を依頼 

 常勤監査役 會田　伊左夫 
親会社等㈱三共理化学研究所

監査役

経営情報等の情報共有のため

就任を依頼  

 （注）当社の取締役５名、監査役３名のうち、親会社等との兼任役員は当該２名であります。

　③親会社等との取引に関する事項

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の所
有（被所有）
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

その他の

関係会社

(株)三共

理化学研

究所

埼玉県さ

いたま市
100,000

不動産管

理業

（被所有）

直接　35.3％

兼任

２名

不動産

賃借

不動産の賃

借
4,535 保証金 10,000

(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、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考

　　　え方及びその整備状況」に記載してあります。
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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、大企業を中心とした企業収益の改善が継続し、設備投資の増加など

で、デフレスパイラルからの脱却も見え始めました。また輸出面におきましても増加基調が続き、景気は緩やかな

回復基調で推移いたしました。一方、原油価格の高騰が続き、材料費の値上げなど厳しい経営環境も引続きみられ、

予断を許さない状況であります。

　研磨布紙業界におきましては、国内市場では、自動車関連の分野が依然として活況を呈しておりますが、木工・

家具関連の需要低迷に加え、金属関連分野でもやや落ち込みがみられましたが、全体では前期とほぼ同様の水準で

推移したものと思われます。輸出市場におきましては好調に推移し、前年を20％程上回ったものと思われます。

　このような環境の中にありまして当社グループは、国内市場におきましては、自動車関連分野への好調な増販に

加え、プリント基板などの精密研磨分野における新製品であります「砥石ロール」や「バイブレーション製品」が

順調に推移し増販に寄与しました結果、売上高は54億６千６百万円（前年同期比105.5％）と前期を上回ることがで

きました。一方、輸出市場におきましても、中国市場での順調な増販に加え、アメリカ市場でのネイル関連分野増

販などにより、売上高は19億６千９百万円（前年同期比109.1％）と前期を上回る成果をあげることができまし

た。

　また、収益面におきましては、原材料費や燃料費の値上げによるマイナス面もありましたが、前期に引続き生産

性向上のための諸施策により吸収し、販売の増加に伴う増益効果、コスト削減努力による販管費の圧縮などにより

増益となりました。

　この結果、当中間連結会計期間の売上高は74億３千５百万円（前年同期比106.5％）、経常利益は５億８千４百万

円（前年同期比116.8％）、中間純利益は３億３千５百万円（前年同期比110.2％）となりました。

(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41億９千１百万円（前年同期比　

152.3％）となっております。

（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、営業活動の結果、得られました資金は５億４千７百万円(前年同期比430.0％）と

なっております。これは税金等調整前中間純利益５億７千万円、減価償却費１億５千６百万円、仕入債務の増加３

億３千２百万円の増加要因、また売上債権の増加１億８千６百万円、法人税等の支払額２億９千７百万円の減少要

因があった為であります。

（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、投資活動の結果、使用しました資金は４千２百万円(前年同期比7.7％）となって

おります。これは主に、有形固定資産の取得に５千３百万円を支出した為であります。

（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、財務活動の結果、使用した資金は１億４千１百万円（前年同期比127.7％）となっ

ております。これは主に配当金の支払１億４千５百万円によるものであります。
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　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年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（％） 68.6 69.2 68.8 69.2 68.4

時価ベースの自己資本比

率（％）
41.9 42.6 56.1 59.2 51.9

債務償還年数（年） 0.2 0.2 0.5 0.1 0.1

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
476.0 235.6 76.7 315.4 324.6

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

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

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、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。

(3）通期の見通し

通期の見通しにつきましては、引き続き景気は回復基調が続くものと思われますが、原油価格の動向が依然高値

水準であり、原材料費の値上げなど予断を許さない状況にあります。

　当社グループといたしましては、このような経営環境を踏まえ、一層の事業基盤固めと引き続き体質強化を図る

ため、生産能力増強と合理化、品質の一層の向上など、諸経営課題の解決に向けて取り組んでまいります。以て所

期目標の達成と業績の向上を図る所存でございます。

　売上高は150億円、経常利益は11億３千万円、当期純利益は６億４千万円を見込んでおります。

(4）事業等のリスク

　当社グループは、事業等のリスクに関し、組織的・体系的に対処することとしておりますが、現在、当社グルー

プの経営成績及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資家の判断に影

響を及ぼす可能性があると考えております。

①海外取引における中国市場への依存度が過半を超える現状は、中国経済の状況・規制や取引先の変動、中国人

　民元の切上げ問題等によっては、当社グループの販売に重要な影響を与える可能性があります。

②為替相場の変動、特に予想を超える円高局面では、当社グループの販売に少なからず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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 3,055,600 4,191,851 3,952,671

２　受取手形及び売掛
金

※５ 4,306,087 4,531,360 4,340,086

３　有価証券  468,730 100,314 －

４　たな卸資産  2,659,883 2,632,281 2,649,200

５　繰延税金資産 135,773 148,255 166,462

６　その他 48,209 56,625 46,796

  　貸倒引当金 △17,513 △7,012 △6,746

流動資産合計 10,656,770 76.4 11,653,677 78.1 11,148,470 76.9

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※１ 1,264,944 1,258,579 1,221,182

(2）機械装置及び運
搬具

※1,2 724,270 627,979 681,189

(3）その他 ※１ 155,306 2,144,521 15.3 146,903 2,033,462 13.6 166,243 2,068,614 14.3

２　無形固定資産

(1）連結調整勘定 15,104 － 8,165

(2）のれん － 7,144 －

(3）その他 107,920 123,024 0.9 116,318 123,463 0.8 106,460 114,626 0.8

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 663,020 782,701 812,512

(2）繰延税金資産 180,552 136,779 155,152

(3）破産債権・更生
債権等

51,080 9,592 35,517

(4）その他 166,184 191,546 175,723

　　貸倒引当金 △27,812 1,033,025 7.4 △9,847 1,110,773 7.5 △13,160 1,165,745 8.0

固定資産合計 3,300,571 23.6 3,267,698 21.9 3,348,986 23.1

資産合計 13,957,342 100.0 14,921,375 100.0 14,497,456 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び買掛
金

※５ 2,675,111 3,244,551 2,907,786

２　短期借入金 120,000 120,000 120,000

３　１年以内返済予定
の長期借入金

※２ 496 － 173

４　未払金 232,871 166,046 201,626

５　未払法人税等 233,922 186,341 292,324

６　賞与引当金 221,000 226,000 240,000

７　役員賞与引当金 － 5,950 －

８　設備関係支払手形 ※５ 214,763 104,175 21,923

９　その他 223,227 307,822 256,476

流動負債合計 3,921,393 28.1 4,360,886 29.2 4,040,311 27.9

Ⅱ　固定負債

１　繰延税金負債 1,988 1,650 1,809

２　退職給付引当金 259,241 192,309 234,670

３　役員退職慰労引当
金

174,823 155,711 180,823

４　その他  － 1,779 －

固定負債合計 436,053 3.1 351,450 2.4 417,303 2.9

負債合計 4,357,446 31.2 4,712,337 31.6 4,457,614 30.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 573,280 4.1 － － 573,280 3.9

Ⅱ　資本剰余金 557,716 4.0 － － 558,880 3.9

Ⅲ　利益剰余金 8,534,478 61.1 － － 8,888,329 61.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

63,531 0.5 － － 89,719 0.6

Ⅴ　為替換算調整勘定 △95,794 △0.7 － － △48,067 △0.3

Ⅵ　自己株式 △33,315 △0.2 － － △22,300 △0.2

資本合計 9,599,895 68.8 － － 10,039,841 69.2

負債・資本合計 13,957,342 100.0 － － 14,497,456 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 573,280 3.8 － －

２　資本剰余金  － － 559,371 3.8 － －

３　利益剰余金  － － 9,059,636 60.7 － －

４　自己株式  － － △18,727 △0.1 － －

株主資本合計  － － 10,173,560 68.2 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 81,980 0.5 － －

２　為替換算調整勘定  － － △46,502 △0.3 － －

評価・換算差額等合計  － － 35,478 0.2 － －

純資産合計  － － 10,209,038 68.4 － －

負債純資産合計  － － 14,921,375 100.0 － －
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 6,984,980 100.0 7,435,552 100.0 14,338,010 100.0

Ⅱ　売上原価 5,081,512 72.7 5,437,145 73.1 10,422,766 72.7

売上総利益 1,903,468 27.3 1,998,407 26.9 3,915,244 27.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１ 1,460,721 21.0 1,429,264 19.2 2,928,524 20.4

営業利益 442,747 6.3 569,142 7.7 986,720 6.9

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 8,581 9,449 20,534

２　受取配当金 6,477 7,057 6,952

３　為替差益 58,640 17,896 110,685

４　持分法による投資
利益

3,461 7,784 27,312

５　その他 4,761 81,923 1.2 3,157 45,344 0.6 9,040 174,524 1.2

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 1,633 1,705 2,956

２　たな卸資産処分損 14,874 3,921 34,752

３　たな卸資産評価損 6,723 15,224 47,914

４　投資有価証券評価
損

－ 6,700 －

５　その他 1,115 24,347 0.3 2,461 30,012 0.4 2,927 88,551 0.6

経常利益 500,323 7.2 584,475 7.9 1,072,693 7.5

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 ※２ － 862 －

２　投資有価証券売却
益 

27,734 － 27,734

３　貸倒引当金戻入益  － 27,734 0.4 － 862 0.0 7,155 34,889 0.2

Ⅶ　特別損失

１　前期損益修正損 ※３ 5,687 － 7,294

２　固定資産売却損 ※４ － 51 11

３　固定資産除却損 ※５ 4,121 13,745 6,722

４　減損損失  1,382 － 1,382

５　役員退職慰労金  － 11,191 0.2 910 14,707 0.2 － 15,410 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

516,866 7.4 570,630 7.7 1,092,172 7.6

法人税、住民税及
び事業税

229,835 192,813 475,186

法人税等調整額 △17,020 212,815 3.0 42,781 235,595 3.2 △40,917 434,269 3.0

中間(当期）純利益 304,051 4.4 335,034 4.5 657,903 4.6
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主等変動計算書

 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 557,286 557,286

Ⅱ　資本剰余金増加高   

　１　自己株式処分差益 429 429 1,593 1,593

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

557,716 558,880

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 8,362,248 8,362,248

Ⅱ　利益剰余金増加高

１　中間（当期）純利益 304,051 304,051 657,903 657,903

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　配当金 115,062 115,062

２　役員賞与 16,760 131,822 16,760 131,822

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

8,534,478 8,888,329
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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）
573,280 558,880 8,888,329 △22,300 9,998,189

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △144,478  △144,478

役員賞与（注）   △19,250  △19,250

中間純利益   335,034  335,034

自己株式の取得    △1,064 △1,064

自己株式の処分  490  4,637 5,128

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

（千円）

－ 490 171,306 3,573 175,370

平成18年９月30日　残高

（千円）
573,280 559,371 9,059,636 △18,727 10,173,560

評価・換算差額等  

その他
有価証券
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

（千円）
89,719 △48,067 41,652 10,039,841

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △144,478

役員賞与（注）    △19,250

中間純利益    335,034

自己株式の取得    △1,064

自己株式の処分    5,128

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△7,739 1,565 △6,173 △6,173

中間会計期間中の変動額合

計

（千円）

△7,739 1,565 △6,173 169,196

平成18年９月30日　残高
（千円）

81,980 △46,502 35,478 10,209,038

 （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。
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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（千円） 金額（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

516,866 570,630 1,092,172

減価償却費 167,223 156,300 354,879

減損損失 1,382 － 1,382

連結調整勘定償却額 6,938 － 13,876

のれん償却額 － 1,020 －

賞与引当金の増減額
（△は減少額）

7,000 △14,000 26,000

役員賞与引当金の増加
額

－ 5,950 －

貸倒引当金の増減額
（△は減少額）

3,801 △3,047 △21,617

退職給付引当金の増減
額
（△は減少額）

17,349 △42,360 △7,221

役員退職慰労引当金の
増減額
（△は減少額）

6,003 △25,112 12,003

受取利息及び受取配当
金

△15,059 △16,507 △27,487

持分法による投資利益 △3,461 △7,784 △27,312

支払利息 1,633 1,705 2,956

為替差益 △47,786 △17,698 △71,671

有形固定資産売却益 － △862 －

有形固定資産除売却損 4,121 13,796 6,733

投資有価証券売却益 △27,734 － △27,734

投資有価証券 評価損
（△は戻入額）

△832 6,700 △232

前期損益修正損 5,687 － 7,294

売上債権の増加額 △125,972 △186,778 △158,090

棚卸資産の減少額 13,394 25,872 33,571

仕入債務の増減額
（△は減少額）

△178,099 332,625 47,051

その他 △50,992 26,294 12,975

小計 301,464 826,745 1,269,530

利息及び配当金の受取
額

13,296 28,378 26,818

利息の支払額 △1,661 △1,687 △2,900

有形固定資産撤去に伴
う支出額

△1,967 △8,250 △3,067

法人税等の支払額 △183,752 △297,416 △375,514

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

127,380 547,770 914,866
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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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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

△302,913 － △442,877

定期預金満期による収
入 

287,253 139,764 590,166

有価証券の取得による
支出

△463,838 △401,772 △463,838

有価証券の償還による
収入 

－ 301,458 467,178

貸付金回収による収入 636 644 1,276

連結の範囲の変更を伴
う子会社株式の取得に
よる支出

 △72,219 － △72,219

投資有価証券の取得に
よる支出

－ － △43,700

投資有価証券の売却に
よる収入

40,234 － 40,234

有形固定資産の取得に
よる支出

△37,337 △53,711 △375,578

有形固定資産の売却に
よる収入

－ 1,216 －

無形固定資産の取得に
よる支出

－ △22,309 △10,823

その他投資に係る支出 △6,311 △8,459 △17,053

その他投資に係る収入 1,960 622 2,480

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△552,535 △42,546 △324,754

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の返済によ
る支出(純額）

－ － △861

長期借入金の返済によ
る支出

△516 － －

配当金の支払額 △114,487 △145,220 △114,596

自己株式の取得による
支出

－ △1,064 －

自己株式の売却による
収入

4,487 5,128 16,666

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△110,516 △141,156 △98,791

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

37,975 14,876 71,204

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額
（△は減少額）

△497,695 378,944 562,524

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

3,250,382 3,812,907 3,250,382

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※ 2,752,687 4,191,851 3,812,907
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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　３社

 REZBOND ABRASIVES CO.,LTD.

 FUJI STAR COATED 

             ABRASIVES,INC.

 UNIQUE SANDPAPERS 

                 J.T.M.INC.

　連結子会社は、上記の３社であ

り、すべての子会社を連結対象と

しております。

上記のうち、UNIQUE SANDPAPERS 

J.T.M.INC.については従来より当

社が同社の発行済株式総数の40％

を保有し、当社の持分法非適用関

連会社としておりましたが、平成

17年４月１日において当社の連結

子会社であるREZBOND 

ABRASIVESCO.,LTD.が同社の発行

済総数の60％を取得したため、連

結の範囲に含めております。

連結子会社　３社

 REZBOND ABRASIVES CO.,LTD.

 FUJI STAR COATED 

             ABRASIVES,INC.

 UNIQUE SANDPAPERS 

                 J.T.M.INC.

　連結子会社は、上記の３社であ

り、すべての子会社を連結対象と

しております。

連結子会社　３社

 REZBOND ABRASIVES CO.,LTD.

 FUJI STAR COATED 

             ABRASIVES,INC.

 UNIQUE SANDPAPERS 

                 J.T.M.INC.

　連結子会社は、上記の３社であ

り、すべての子会社を連結対象と

しております。

上記のうち、UNIQUE SANDPAPERS 

J.T.M.INC.については従来より当

社が同社の発行済株式総数の40％

を保有し、当社の持分法非適用関

連会社としておりましたが、平成

17年４月１日において当社の連結

子会社であるREZBOND 

ABRASIVESCO.,LTD.が同社の発行

済総数の60％を取得したため、連

結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の関連会社数

　　　　　　　１社

TOA-SANKYO INDUSTRIES,LTD.

(1）持分法適用の関連会社数

同左

(1）持分法適用の関連会社数

同左

(2）持分法非適用の関連会社

　株式会社　ウジケ

  VITRACO SANKYO INDUSTRIES 

　　　　　　　　　　SDN.BHD.

  G-TEAM MACHINERY 

　  　　　(SHANGHAI)CO.,LTD.

(2）持分法非適用の関連会社

同左

(2）持分法非適用の関連会社

株式会社　ウジケ

VITRACO SANKYO INDUSTRIES 

                  SDN.BHD.

G-TEAM MACHINERY 

　　　　(SHANGHAI)CO.,LTD.

　上記の関連会社の純損益及び利

益剰余金等合計の中間連結純利益

及び連結利益剰余金等に及ぼす影

響は軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、これらの会

社に対する投資については、持分

法を適用せず原価法によっており

ます。

　上記の関連会社の純損益及び剰

余金合計の連結純利益及び利益剰

余金(持分に見合う額）等に及ぼ

す影響は軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、これら

の会社に対する投資については、

持分法を適用せず原価法によって

おります。

(3）持分法適用の手続について特に

記載する必要がある事項

　上記２(1）における持分法適用

会社は、平成17年６月30日現在の

財務諸表を使用しております。

(3）持分法適用の手続について特に

記載する必要がある事項

　上記２(1）における持分法適用

会社は、平成18年６月30日現在の

財務諸表を使用しております。

(3）持分法適用の手続について特に

記載する必要がある事項

　上記２(1）における持分法適用

会社は、平成17年12月31日現在の

財務諸表を使用しております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社の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 　連結子会社の決算日は連結決算日

と一致しております。

- 14 -



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 (イ）重要な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）

　　　　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

等に基づく時価法を採用して

おります。（評価差額は部分

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

しております。）

(イ）重要な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

　　─────

　　　　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

等に基づく時価法を採用して

おります。（評価差額は部分

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

定しております。）

(イ）重要な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

─────

　　　　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

基づく時価法を採用しており

ます。（評価差額は部分資本

直入法により処理し売却原価

は移動平均法により算定して

おります。）

時価のないもの：

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの：

同左

時価のないもの：

同左

②　デリバティブ

　　─────

②　デリバティブ

　　　　　時価法

②　デリバティブ

　　─────

③　たな卸資産

　商品・製品・原材料・仕掛

品については主として総平均

法による低価法、貯蔵品は主

として最終仕入原価法を採用

しております。

③　たな卸資産

同左

③　たな卸資産

同左

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　当社は定率法（建物附属設

備を除く建物については定額

法）によっており、在外連結

子会社は主として当該国の会

計基準の規定に基づく定額法

によっております。

　なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

同左

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

同左

建物及び構築

物
７年～38年

機械装置及び

運搬具
４年～10年

②　無形固定資産

　当社は、ソフトウエア（自

社利用）については社内にお

ける見込利用期間（５年）に

基づく定額法、その他の無形

固定資産については定額法を

採用しております。在外連結

子会社は、当該国の会計基準

の規定に基づく定額法によっ

ております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

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）

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備

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。

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給

に備えるため、賞与支給見込

額のうち当中間連結会計期間

に負担すべき額を計上してお

ります。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給

に備えるため、賞与支給見込

額のうち当連結会計期間に負

担すべき額を計上しておりま

す。

③　　     － ③　役員賞与引当金

　当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。

　これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ5,950千円減少しており

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。

③　　     －

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。数理計算上

の差異は各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定年数

（10年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生し

た連結会計年度から費用処理

することとしております。

④　退職給付引当金

同左

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

おります。数理計算上の差異

は各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数（10年）

による定額法により按分した

額をそれぞれ発生した連結会

計年度から費用処理すること

としております。

④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払い

に備えるため、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。

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払い

に備えるため、内規に基づく

当連結会計期間末要支給額を

計上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年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）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

　なお、存外子会社の資産、負

債は、中間連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は資

本の部における為替換算調整勘

定に含めて計上しております。

(ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

　なお、存外子会社の資産、負債

は、中間連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含めて

計上しております。

(ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

　なお、存外子会社の資産、負

債は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は資本の

部における為替換算調整勘定に

含めて計上しております。

(ホ）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

 (ヘ）その他中間連結財務諸表作

　　成のための基本となる重要な

　　事項

　①　法人税等の会計処理

　中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、当

期において予定している利益処

分による特別償却準備金の積立

て及び取崩しを前提として、当

中間連結会計期間に係る金額を

計算しております。

(ヘ）その他中間連結財務諸表作

　　成のための基本となる重要な

　　事項

　①　法人税等の会計処理

　   中間連結会計期間に係る納付

　 税額及び法人税等調整額は、当

   連結会計年度において予定して

   いる特別償却準備金の取り崩し

   を前提として、 当中間連結会

   計期間に係る金額を計算してお

   ります。 

(ヘ）その他連結財務諸表作成のた

　　めの基本となる重要な事項

　①　法人税等の会計処理

─────

 

 

 

　②　消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

　なお、仮払消費税等と仮受消

費税等は相殺のうえ、流動負債

の「その他」に含めて表示して

おります。

　②　消費税等の会計処理

　　　　　　　同左

　②　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式を採用しており

ます。

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。

これにより税金等調整前中間純利益は1,382千

円減少しております。

───── (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。

これにより税金等調整前中間純利益は1,382千

円減少しております。

───── (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

れまでの資本の部に相当する金額は10,220,301

千円であります。

　なお、当中間連結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。

─────

表示方法の変更

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）

──────

 

（中間連結貸借対照表）

 　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん」

と表示しております。

──────

 

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

 　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間か

ら「のれん償却額」と表示しております。
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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は、

　          4,178,814千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

　          4,449,286千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

　          4,341,928千円であります。

※２　担保資産及び担保負債

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

※２　担保資産及び担保負債

─────

※２　担保資産及び担保負債

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

機械装置及び運搬具 5,419千円 機械装置及び運搬具 5,382千円

　上記に対応する債務は、次のとおりで

あります。

　上記に対応する債務は、次のとおりで

あります。

長期借入金

（１年以内返済予定分

も含む）

496千円

長期借入金

（１年以内返済予定分

も含む）

173千円

　３　貸出コミットメント

　連結子会社であるREZBOND ABRASIVES

CO.LTDにおいては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行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。

　３　貸出コミットメント

　連結子会社であるREZBOND ABRASIVES

CO.LTDにおいては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行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。

　３　貸出コミットメント

　連結子会社であるREZBOND ABRASIVES

CO.,LTD.においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行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。

貸出コミットメントの

総額
24,115千円

借入実行残高 －千円

　差引額 24,115千円

貸出コミットメントの

総額
26,517千円

借入実行残高 －千円

　差引額 26,517千円

貸出コミットメントの

総額
25,285千円

借入実行残高 －千円

　差引額 25,285千円

　４　偶発債務

　平成17年５月25日付で、当社桶川工場

の乾燥炉設備新設工事の発注先でありま

した株式会社トークの破産管財人より工

事請負代金の支払を求める訴訟の提起を

受けました。請求金額は43,617千円及び

平成16年５月１日からの年６分の遅延損

害金であります。

　当社は、この請求に関して購入契約し

た設備が契約通り導入されなかったこと

による瑕疵修補に係る損害賠償請求権等

により相殺済みである旨主張し、係争中

であります。なお、本訴訟の結果を現時

点で判断することは困難であります。

　４　偶発債務

同左

４　偶発債務

同左

  ※５  中間連結会計期間末日満期手形

─────

 

  ※５  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　　　　　　　237,285千円

 　  支払手形　　　　　　　323,337千円

 　  設備関係支払手形　　　 33,501千円

  ※５  連結会計年度末日満期手形

─────
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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うち主要な費

目及び金額

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額

給料手当 412,754千円

賞与引当金繰入額 119,135 

役員賞与引当金繰入

額

－ 

役員退職慰労引当金

繰入額
6,003 

運賃 168,871 

貸倒引当金繰入額 3,801 

連結調整勘定償却 6,938 

のれん償却額 － 

退職給付費用 40,505 

給料手当 404,775千円

賞与引当金繰入額 117,539 

役員賞与引当金繰入

額

5,950 

役員退職慰労引当金

繰入額
4,346 

運賃 166,628 

貸倒引当金繰入額 2,124 

連結調整勘定償却 － 

のれん償却額 1,020 

退職給付費用 25,927 

給料手当 829,105千円

賞与引当金繰入額 128,481 

役員賞与引当金繰入

額

－ 

役員退職慰労引当金

繰入額
12,003 

運賃 347,334 

貸倒引当金繰入額 － 

連結調整勘定償却 13,876 

のれん償却額 － 

退職給付費用 57,718 

※２　固定資産売却益の内訳 ※２　固定資産売却益の内訳 ※２　固定資産売却益の内訳

───── 機械装置及び運搬具 862千円 ─────

※３　前期損益修正損の内訳 ※３　前期損益修正損の内訳 ※３　前期損益修正損の内訳

過年度売掛金違算額

の修正
5,687千円

───── 過年度売掛金違算額

の修正
7,294千円

※４　固定資産売却損の内訳 ※４　固定資産売却損の内訳 ※４　固定資産売却損の内訳

───── 機械装置及び運搬具 51千円 工具器具及び備品 11千円

※５　固定資産除却損の内訳 ※５　固定資産除却損の内訳 ※５　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 2,098千円

工具器具及び備品 56 

撤去費用 1,967 

4,121 

建物及び構築物 5,070千円

機械装置及び運搬具 376 

工具器具及び備品 47 

撤去費用 8,250 

13,745 

建物及び構築物 2,902千円

機械装置及び運搬具 642 

工具器具及び備品 110 

撤去費用 3,067 

6,722 
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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（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 5,817,600 － － 5,817,600

合計 5,817,600 － － 5,817,600

自己株式

普通株式　（注）１，２ 38,470 800 8,000 31,270

合計 38,470 800 8,000 31,270

 (注）１．普通株式の自己株式数の増加800株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 　　 ２. 普通株式の自己株式数の減少8,000株は、新株予約権の行使によるものであります。

　 ２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

平成14年新株予約権（注） 普通株式 11 － 8 3 －

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

 (注）平成14年新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

 　３．配当に関する事項

 　（１）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
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 144,478 25 平成18年３月31日 平成18年６月29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 3,055,600千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金

△302,913

 

千円

現金及び現金同等物 2,752,687千円

現金及び預金勘定 4,191,851千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金

－

 

千円

現金及び現金同等物 4,191,851千円

現金及び預金勘定 3,952,671千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金

△139,764

 

千円

 

現金及び現金同等物 3,812,907千円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年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

重要な所有権移転外ファイナンス取

引はありません。

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

　　　　　　　同左

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

　　　　　　　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

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 8,023千円

１年超 2,274 

合計 10,297 

１年内 7,663千円

１年超 5,045 

合計 12,708 

（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．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 156,390 262,226 105,835

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 156,390 262,226 105,835

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券

非上場外国債券等 463,730

(2）その他有価証券

非上場株式 100,680

- 22 -



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）

(1）株式 200,090 331,034 130,943

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 200,090 331,034 130,943

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

非上場株式 100,680

前連結会計年度（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（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 200,090 350,728 150,637

(2）債券国債・地方債等 － － －

(3）その他 － － －

合計 200,090 350,728 150,637

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

非上場株式 100,680
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（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）

当社グループはデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

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）

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 契約金額等（千円） 時価(千円） 評価損益(千円）

 通貨 為替予約取引 21,062 21,041 20

 （注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

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おりませんので、該当事項はありません。
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（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）

　研磨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の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　研磨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の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　研磨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の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の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（千円） 北米（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 6,583,454 401,526 6,984,980 － 6,984,980

(2）セグメント間の内部売上高　

又は振替高
187,242 － 187,242 △187,242 －

計 6,770,696 401,526 7,172,223 △187,242 6,984,980

営業費用 6,372,253 360,162 6,732,416 △190,182 6,542,233

営業利益 398,443 41,363 439,807 2,940 442,747

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（千円） 北米（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 7,027,907 407,645 7,435,552 － 7,435,552

(2）セグメント間の内部売上高　

又は振替高
183,796 5 183,801 △183,801 －

計 7,211,703 407,650 7,619,354 △183,801 7,435,552

営業費用 6,688,197 391,723 7,079,920 △213,510 6,866,410

営業利益 523,506 15,927 539,433 29,708 569,142
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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）

日本（千円） 北米（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 13,476,144 861,865 14,338,010 － 14,338,010

(2）セグメント間の内部売上高　

又は振替高
418,668 18 418,686 △418,686 －

計 13,894,812 861,884 14,756,697 △418,686 14,338,010

営業費用 12,980,633 803,363 13,783,996 △432,706 13,351,290

営業利益 914,179 58,521 972,700 14,019 986,720

　（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国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米……米国、カナダ

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はありません。

 　　　 ４. 会計方針の変更（当中間連結会計期間）

　　　　     「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．(ハ）③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、「消去又は全社」の営業費用は5、950千円増加し

　　　　　　 、営業利益が同額減少しております。 

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）

北米 東・東南アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 402,561 1,316,651 85,514 1,804,726

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 6,984,980

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
5.8 18.8 1.2 25.8

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）

北米 東・東南アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 422,502 1,468,873 77,740 1,969,116

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 7,435,552

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
5.7 19.8 1.0 26.5

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）

北米 東・東南アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 869,093 2,730,577 205,327 3,804,997

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 14,338,010

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
6.06 19.04 1.43 26.53

　（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………………米国、カナダ

(2）東・東南アジア…中国、台湾、マレーシア、タイ他

(3）その他……………欧州、オセアニア他
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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 1,666.61円

１株当たり中間純利益

金額
52.83円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
52.71円

１株当たり純資産額 1,764.34円

１株当たり中間純利益

金額
57.94円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
57.92円

１株当たり純資産額 1,733.93円

１株当たり当期純利益

金額
110.88円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
110.77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（千円） 304,051 335,034 657,903

　普通株主に帰属しない金額（千円） － － 19,250

（うち利益処分による役員賞与金）（千

円）
－ －              (19,250)

　普通株式に係る中間（当期）純利益　

（千円）
304,051 335,034 638,653

　期中平均株式数（株） 5,755,349 5,782,293 5,759,703

    

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(千円） － － －

　普通株式増加数(株） 13,114 1,657 5,775

（うち新株予約権） 　　　　　　（13,114）               (1,657)               (5,775)

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

───── ───── ─────

（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）

記載事項はありません。 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 （単位：千円） 

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）

前連結会計期間
（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（％）

耐水研磨紙 2,382,597 50.5 2,671,091 52.2 4,977,009 50.3

研磨紙 287,157 6.1 288,736 5.7 595,811 6.0

耐水研磨布 891,465 18.9 846,192 16.5 1,934,272 19.6

研磨布 304,567 6.5 312,373 6.1 657,941 6.7

その他 854,509 18.1 999,960 19.5 1,718,570 17.4

合計 4,720,296 100.0 5,118,354 100.0 9,833,606 100.0

 （注）１．金額は販売価格によっております。

 　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績 （単位：千円）

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）

前連結会計期間
（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（％）

研磨材 464,718 26.7 504,113 26.6 938,682 26.5

研磨機械工具 470,182 27.1 495,577 26.1 930,773 26.3

粘着テープ 386,333 22.2 430,432 22.7 778,339 22.0

その他 416,111 24.0 467,655 24.6 893,694 25.2

合計 1,737,345 100.0 1,897,779 100.0 3,541,490 100.0

 （注）１．金額は仕入価格によっております。

 　　　２．その他の主なものは、防塵マスク・滑り止め等であります。

(3)受注状況

 　当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
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(4）販売実績 （単位：千円）

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）

前連結会計期間
（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（％）

製品

耐水研磨紙 2,296,773 32.9 2,503,960 33.7 4,735,258 33.0

研磨紙 285,558 4.1 296,583 4.0 605,879 4.2

耐水研磨布 903,589 12.9 912,028 12.2 1,852,251 12.9

研磨布 362,670 5.2 319,640 4.3 710,090 5.0

その他 857,906 12.3 1,017,405 13.7 1,813,951 12.7

小計 4,706,498 67.4 5,049,618 67.9 9,717,432 67.8

商品

研磨材 747,709 10.7 755,101 10.2 1,454,587 10.1

研磨機械工具 682,182 9.8 676,227 9.1 1,336,004 9.3

粘着テープ 404,791 5.8 532,525 7.1 817,473 5.7

その他 443,798 6.3 422,080 5.7 1,012,511 7.1

小計 2,278,482 32.6 2,385,934 32.1 4,620,578 32.2

合計 6,984,980 100.0 7,435,552 100.0 14,338,010 100.0

 (注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績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）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 TOSANKYO COMPANY LTD. 655,547 9.4 835,203 11.2
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