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１．平成19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 10,042 12.5 761 22.9 667 36.0 725 33.2

18年３月期 8,924 △17.5 619 △32.9 490 △32.7 544 ―

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 17 71 16 41 32.1 7.2 7.6

18年３月期 19 03 14 54 56.7 5.0 6.9

（参考）持分法投資損益 19年３月期 ―百万円 18年３月期 ―百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 10,080 3,297 32.7 60 12

18年３月期 8,356 1,224 14.7 22 40

（参考）自己資本 19年３月期 3,297百万円 18年３月期 1,224百万円

(3）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

19年３月期 700 △62 △1,085 753

18年３月期 1,154 △92 △3,043 966

 （注）平成19年３月期の現金及び現金同等物期末残高には、平成18年10月１日付の株式会社コーザイとの合併に伴う増加

高235百万円が含まれております。

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － － － － － － － 0 00 0 － －

19年３月期 － － － － － － － － 0 00 0 － －

20年３月期(予想) － － － － － － － － 0 00 　　　　　 　0 － 　－

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 5,807 45.1 513 113.7 487 166.5 471 193.0 11 50

通期 11,830 17.8 1,080 41.9 1,030 54.3 1,000 37.9 24 42
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、19ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 47,361,179株 18年３月期 34,613,447株

②　期末自己株式数 19年３月期 3,745株 18年３月期 52,268株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する予想は、当社が現時点で入手可能な情報による判断及び仮定に

基づくものであり、実際の業績は、今後経済状況の変化等の影響により当該予想と異なる場合がありますので予めご

了解ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当期におけるわが国経済は、原油高などの懸念材料はあったものの、輸出の増加や企業収益が高水準で推移するな

か、設備投資も引き続き増加し、個人消費の面においても雇用者所得の増加による改善がみられ、緩やかな拡大基調

で推移いたしました。

  一方、原油価格の高止まりによるボイラー燃料のバイオマス化の進展や環境問題による天然ガスへの燃料転換等、

当社をとりまく経営環境は厳しさを増してきております。

当社はこのような環境のなか、今後の事業の拡大と化学薬品事業の強化をはかるために、平成18年10月1日付けでイチ

ネングループ傘下の自動車用・機械整備用ケミカルメーカーである株式会社コーザイと合併いたしました。その結果、

売上高は旧株式会社コーザイの下半期分の売上が加わり、100億42百万円と前期に比べ11億17百万円（12.5％）の大幅

な増収となりました。

  損益面においても、利益率の高い化学品事業の売上が増加いたしました結果、売上総利益率が改善し、合併に伴う

販売費及び一般管理費の増加を吸収して、営業利益は前期に比べ１億41百万円（22.9％）増の７億61百万円となりま

した。経常利益は、借入金の減少と借入利率の低下により前期に比べ１億76百万円(36.0％）増の６億67百万円となり

ました。

  当期純利益は、貸倒引当金戻入等14百万円を特別利益に、固定資産除売却損及び関係会社有価証券売却損等36百万

円を特別損失に、また法人税等調整額１億７百万円を計上した結果、前期に比べ１億８百万円（33.2％）増の７億25

百万円となりました。

　当期の売上高を製品別に前年同期と比べその増減について述べますと、工業薬品類は燃料転換による影響により燃

料添加剤などの主力商品の販売が微減であったため5.1％の減収となりましたが、化学品類では旧株式会社コーザイの

売上が新たに加わり、56.8％の大幅な増収となりました。

  今後の経営環境につきましては、景気は緩やかに回復しているもののその成長率は２％程度と低く、まだまだ厳し

い状況も予測されておりますが、当社におきましては、新年度スタートに伴い、大幅な組織変更による組織のフラッ

ト化とスリム化を実施し、人員の適正配置と一人当たりの生産性の向上を図り、合併によるシナジー効果を発現させ

て、一層の収益性の向上及び企業価値の拡大にまい進する所存です。　

次期（平成20年３月期）の業績につきましては、株式会社コーザイとの合併後、初の通期決算であり大幅な増収・増

益を見込んでおり、売上高118億30百万円、経常利益10億30百万円及び当期純利益10億円を、同中間期の業績につきま

しては売上高58億７百万円、経常利益４億87百万円及び中間純利益4億71百万円を想定しております。

(2）財政状態に関する分析

　当期のキャッシュ・フローの状況

   当期末の現金及び現金同等物は前期末に比べ２億12百万円減少し７億53百万円となりました。当期末における各

キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下の通りであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動による資金の増加は、７億円となりました。主な要因は、税引前当期純利益６億45百万円、売上債権の

減少２億68百万円等があった一方、仕入債務の減少２億40百万円等があ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）

 投資活動による資金の減少は、62百万円となりました。主な要因は、有形固定資産取得による支出１億29百万円

等があった一方、有形固定資産売却による収入57百万円があったことによるものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 財務活動による資金の減少は、10億85百万円となりました。これは関係会社長期借入金返済９億円等があったこ

とによるものであります。
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　当社のキャッシュ・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19年３月期

株主資本比率（％） 20.1 △10.8 6.3 14.7 32.7

時価ベースの株主資本比率

（％）
53.9 34.0 42.5 90.2 56.8

債務償還年数（年） 0.0 0.0 6.9 3.0 4.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － 4.4 7.2 8.8

 　（注）自己資本比率 ： 自己資本／総資産

　    　 時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産

     　　債務償還年数 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー

   　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

　　　※各指標は、いずれも単独ベースの財務数値により計算しております。

      ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、単独キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は、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すべての

負債を対象としております。また、利払いについては、単独キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

を使用しております。

※平成16年３月期以前の債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオについては、単独キャッ

シュ・フロー計算書を作成しておりませんので、記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 　利益配分につきましては、株主に対する利益還元を重要課題の一つと位置付けており、早期に復配を実現できるよ

う財務体質の強化と収益拡大に取り組んでおります。また、長期的には内部留保金とのバランスを考慮し、安定的な

配当を行うことを基本方針としております。

(4）事業等のリスク

 当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は

次の通りです。なお、当該リスク情報につきましては当事業年度末現在において当社が判断したものであり、将来

発生しうる全てのリスクを網羅したものではありません。

 ① 市場環境等

当社の主要製品である石油化学製品は、原油、ナフサの価格動向により原材料等の価格が変動する可能性があり

ます。

従って、原材料等の価格変動に伴う製品価格の改善が図れなかった場合には当社の業績及び財政状況に影響を及

ぼす可能性があります。

また、当社の新規製品である石炭添加剤においては、石炭の世界的な需給状況の変動が国内外における販売に影

響を及ぼす可能性があります。

 ② 金利変動によるリスク

当社は、今後借入金の削減による財務体質の強化に努める方針でありますが、将来の金利上昇による支払利息の

増加などにより当社の業績及び財務状況に悪影響を与える可能性があります。

 ③ 生産拠点の火災等の災害による影響

当社の製品は兵庫県播磨工場と茨城県関東工場にて製造しており、火災等の規模によりましては一定期間の操業

停止が発生し、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 ④ その他

当社は事業展開上様々なリスクがあることを認識し、それらを出来る限り防止、分散あるいは回避するよう努め

ております。しかしながら当社が事業を遂行するにあたり、経済情勢、金融・株式市場、法的規制その他様々な

影響が発生した場合には、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
 当社は、親会社である株式会社イチネンを中心とするグループに属しております。同グループは、リース事業、自動車

メンテナンス受託事業、燃料販売事業、ケミカル事業、パーキング事業等、主に５つの事業を展開しております。

  当社は、同グループのケミカル事業を担当し、燃料添加剤、粉体原料処理剤、消泡剤その他の工業薬品類の製造販売及

び自動車用、ＯＡ機器用などの化学品類の製造販売を主な内容とする化学薬品関連事業を主たる業務としております。

 化学薬品関連事業

工業薬品類………当社が製造（一部仕入）及び販売を行っております。

化学品類…………当社が製造（一部仕入）及び販売を行っております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「住みよい地球環境と人々の暮らしの向上に貢献する」ことを経営理念に掲げ、下記を経営の基本方針と

しております。

 ・環境にかかわる法令等を遵守し、環境改善に向けた製品・サービスの提供、及び日常生活向上に役立つ製品の開

発・供給に注力します。

 ・徹底した顧客第一主義により各マーケットでの信頼を確立し、お客様とのパートナーシップを構築することによっ

て発展性のある取引関係を目指します。

 ・経営の合理化を推進し企業価値を引き上げ、ステークホルダーへの利益を最大化します。

(2）目標とする経営指標

 当社は、有利子負債の削減とキャッシュ・フローの向上を図り、財務体質の強化と収益拡大の達成を目的として、

総資本経常利益率及び売上高営業利益率の２つの経営指標を当面の目標としております。

　・総資本経常利益率・・・１０％

  ・売上高営業利益率・・・１０％

(3）中長期的な会社の経営戦略

 当社は、平成18年10月に、ともにイチネングループの連結子会社である株式会社コーザイを吸収合併し、商号を株

式会社タイホーコーザイと変更して新たなスタートを切りました。株式会社コーザイは、自動車用・機械整備用ケミ

カル製品を取扱い、全国に部品商等の販売ルートを有する会社であり、この合併がもたらすシナジー効果により、一

層の収益性の向上および企業価値の拡大を図るべく、事業の改革と整備に取り組んでおります。

　① 工業薬品事業においては、燃料添加剤を中心とする高付加価値製品群の収益力の維持を図るとともに、石炭、　

　バイオマス等、燃料の多様化に対応できる技術開発に注力し、国内はもとより、東南アジア、中近東を中心に

海外マーケットへの販売拡大、新たな市場獲得に向けた営業活動を推進していく予定です。

② 化学薬品事業では、自動車用化成品において、従来のコンシューマ向けケミカルに加え、合併により新たにプロ

ユースケミカル部門が事業部として加わり、国内カーケア市場縮小に対する対応策を強化するとともに、新規

チャネルへの挑戦、海外市場拡大への営業展開を推進していきます。また、その他化学品事業では、安定した収

益を確保できる体質への転換を目指し、製品ごとの損益管理を徹底した体制の構築を図ります。

③ 合併によるシナジー戦略としては、製品の相互補完による顧客への販売力強化、相互の顧客基盤に対して製品を

販売するクロスセリング、共同開発による付加価値製品の創出、海外展開力の強化、経営資源・ノウハウ・人材

の共有化に加え、統合による経営の効率化を目指してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

 当社は、平成18年2月に株式会社イチネンの連結子会社となって以来、イチネングループの中核事業のひとつである

自動車・産業用ケミカル事業を担ってまいりました。

  平成18年10月1日には、イチネングループ傘下の産業用ケミカル事業をてがける株式会社コーザイと合併し、これに

より、製品の相互補完による顧客への販売力強化、相互の顧客基盤に対して製品を販売するクロスセリングの推進、

共同開発による付加価値製品の創出、海外展開力の強化、経営資源・ノウハウ・人材の共有化に加え、統合による経

営の効率化に努めてまいりました。

　今後、当社はイチネングループの一員としてシナジー効果の実現をさらに早期化するための体制を構築すべく、株

式会社イチネンの完全子会社となることにより、連結経営のさらなる強化と一層の収益性の向上及び企業価値の拡大

にまい進する所存です。

(5）内部管理体制の整備・運用

 １．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 企業行動基準を制定し、代表取締役は率先垂範するとともに、繰り返しその精神を全ての役員及び従業員へ伝　

　え、法令・定款・社会規範の遵守を徹底させる。

② コンプライアンス担当取締役を任命して、コンプライアンス体制の整備を行わせしめ、問題点の把握と対応策を

策定し実施するものとする。また、従業員がコンプライアンス上疑義のある問題に接した場合、あるいは不祥事

等を発見した場合に、直接通報できるヘルプラインを設置して、通報者の保護と情報の確保に努めるものとす

る。
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 ２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る文書及び情報の記録は、法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき、適正に保存・管

理するものとする。

 ３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 経営に関わる損失の危険（リスク）については、各部門において損失発生の可能性に応じて事前に適切な対応

を準備するなど、リスクを最小限にとどめるべく適宜適切にリスク管理を行うものとする。

② 特に重要なリスクについては、リスクマネジメント担当取締役を委員長とするリスクマネジメント委員会へ報

告され、全社横断的にリスクの特性に応じた管理を行うものとする。なお、リスク管理に関する最高意思決定

機関は、取締役会とする。

③ 監査室は、各部門のリスク管理状況について調査を行い、管理上の問題点については各部門長へ報告し、改善

策が実施され、その結果については定期的に取締役会へ報告するものとする。

 ４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役の職務権限と担当業務を明確にして、職務の執行の効率化を図るものとする。

② 経営と業務の執行を分離して業務の迅速化を図るため、執行役員制度を採用しており、取締役会の下に経営会

議を設置して、取締役会から委譲された権限の範囲内で当社業務の執行及び施策の実施などについて、審議並

びに意思決定を行うものとする。

 ５．当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

① 親会社の関係会社統括部門を中心とした関係会社相互の緊密な連携と協力によって、グループにおける業務の

適正を確保するものとする。

② 親会社と親会社以外の株主の利益が相反する虞のある取引、施策などを実施するに当たっては、必ず取締役会

に付議の上決定するものとする。

 ６．監査役の職務を補助する使用人に関する事項

監査役から要求があった場合は、必要に応じて監査役スタッフを設置することとする。

なお、監査役スタッフの人事異動及び考課については、事前に常勤監査役に報告を行い、了承を得るものとする。

 ７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

① 監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、重要な報告を受けるものとする。

② 重要なリスク情報並びに内部通報制度（ヘルプライン）における、通報情報や、不正事故などの事故情報につ

いて、担当取締役は、社長へ報告すると同時に監査役へ報告するものとする。

 ８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、各執行役員及び重要な使用人に対して、監査役独自のスケジュールによりヒアリングを行うものと

する。

② 代表取締役、監査法人、監査室とは、それぞれ定期的に意見交換を行うものとする。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

(平成18年３月31日)
当事業年度

(平成19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
(％)

(資産の部)        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金 ※２  1,016,033   793,658  

２　受取手形 ※９  718,261   1,450,947  

３　売掛金 ※１  2,154,825   2,429,599  

４　たな卸資産   693,220   869,061  

５　繰延税金資産   157,000   335,000  

６　その他 ※１  28,900   56,887  

貸倒引当金   △2,600   △10,000  

流動資産合計   4,765,641 57.0  5,925,154 58.8

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1) 建物   850,469   1,086,010  

(2) 土地   2,031,799   2,256,157  

(3) その他   398,857   420,803  

有形固定資産合計   3,276,125 39.2  3,762,971 37.3

２　無形固定資産        

(1) ソフトウェア   106,340   93,437  

(2) 電話加入権   8,471   13,597  

無形固定資産合計   114,812 1.4  107,034 1.1

３　投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   41,374   144,328  

(2) その他   279,919   144,215  

貸倒引当金   △121,860   △3,429  

投資その他の資産合
計

  199,433 2.4  285,113 2.8

固定資産合計   3,590,370 43.0  4,155,119 41.2

資産合計   8,356,011 100.0  10,080,274 100.0
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前事業年度

(平成18年３月31日)
当事業年度

(平成19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
(％)

(負債の部)        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形  ※９  1,083,591   1,625,974  

２　買掛金 ※1,2  892,802   643,037  

３　１年以内に返済する
　　長期借入金

  ―   83,438  

４　１年以内に返済する
　　関係会社長期借入金

  900,000   600,000  

５　１年以内に償還する
　　社債

  ―   20,000  

６　賞与引当金   69,000   92,000  

７　本社移転費用引当金   43,241   ―  

８　その他 ※１  358,719   336,464  

流動負債合計   3,347,355 40.0  3,400,914 33.7

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金   ―   109,850  

２　関係会社長期借入金   2,600,000   2,000,000  

３　退職給付引当金   492,581   559,888  

４　土地再評価に係る
　　繰延税金負債

※３  633,369   633,369  

５　繰延税金負債   5,253   11,963  

６　その他   21,243   25,805  

７　役員退職慰労引当金   31,725   40,932  

固定負債合計   3,784,173 45.3  3,381,810 33.6

負債合計   7,131,528 85.3  6,782,725 67.3

        

(資本の部)        

Ⅰ　資本金 ※４  1,329,099 15.9  ― ―

Ⅱ　資本剰余金        

１　資本準備金   1,149,999   ― ―

資本剰余金合計   1,149,999 13.8  ― ―

Ⅲ　利益剰余金        

１　当期未処理損失   2,140,298   ― ―

利益剰余金合計   △2,140,298 △25.6  ― ―

Ⅳ　土地再評価差額金 ※３  920,149 11.0  ― ―

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

  7,658 0.1  ― ―

Ⅵ　自己株式 ※５  △42,124 △0.5  ― ―

資本合計   1,224,483 14.7  ― ―

負債資本合計   8,356,011 100.0  ― ―
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前事業年度

(平成18年３月31日)
当事業年度

(平成19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
(％)

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金 ※４  － －  1,409,099 14.0

２　資本剰余金        

　(1)資本準備金  －   1,149,999   

　　資本剰余金合計   －   1,149,999 11.4

３　利益剰余金        

　(1)利益準備金  －   20,000   

　(2)その他利益剰余金        

　　繰越利益剰余金  －   △218,575   

　　利益剰余金合計   －   △198,575 △2.0

４　自己株式  ※５  － －  △562 0

株主資本合計   － －  2,359,961 23.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  17,438 0.2

２　土地再評価差額金 ※３  － －  920,149 9.1

評価・換算差額等合計   － －  937,588 9.3

純資産合計   － －  3,297,549 32.7

負債純資産合計   － －  10,080,274 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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
(％)

Ⅰ　売上高   8,924,678 100.0  10,042,495 100.0

Ⅱ　売上原価   5,198,885 58.3  5,684,687 56.6

売上総利益   3,725,792 41.7  4,357,808 43.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  3,106,558 34.8  3,596,771 35.8

営業利益   619,234 6.9  761,037 7.6

Ⅳ　営業外収益 ※３  33,841 0.4  23,233 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※1,4  162,276 1.8  116,592 1.2

経常利益   490,799 5.5  667,678 6.6

Ⅵ　特別利益 ※５  102,233 1.1  14,556 0.2

Ⅶ　特別損失 ※6,7  186,891 2.1  36,654 0.4

税引前当期純利益   406,141 4.6  645,580 6.4

法人税、住民税
及び事業税

 20,000   28,056   

法人税等調整額  △158,389 △138,389 △1.5 △107,646 △79,590 △0.8

当期純利益   544,531 6.1  725,170 7.2

前期繰越損失   2,686,873     

土地再評価差額金
取崩額

  2,042     

当期未処理損失   2,140,298     

        

－ 11 －



(3）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金  利益準備金

その他利益剰余
金

利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,329,099 1,149,999 ―  △2,140,298 △2,140,298 △42,124 296,675

事業年度中の変動額        

合併による資本金の増加 80,000 ― ―  ―  ― ―  80,000

合併による利益準備金の増
加

― ― 20,000 ― 20,000 ―  20,000

合併による利益剰余金の増
加

― ― ― 1,238,677 1,238,677 ―  1,238,677

当期純利益 ― ― ― 725,170 725,170 ―  725,170

自己株式の取得 ― ― ―  　 ―  ― △562 △562

合併による自己株式の処分 ― ― ― △42,124 △42,124 42,124 ― 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

― ― ― ― ― ― ― 

事業年度中の変動額合計
（千円）

80,000 ― 20,000 1,921,723 1,941,723 41,562 2,063,285

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,409,099 1,149,999 20,000 △218,575 △198,575 △562 2,359,961

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

土地再評価差
額金

評価・換算差
額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

7,658 920,149 927,807 1,224,483

事業年度中の変動額     

合併による資本金の増加 ― ― ― 80,000

合併による利益準備金の増
加

― ― ― 20,000

合併による利益剰余金の増
加

― ― ― 1,238,677

当期純利益 ― ― ― 725,170

自己株式の取得 ― ― ― △562

合併による自己株式の処分 ― ― ― ― 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

9,780 ― 9,780 9,780

事業年度中の変動額合計
（千円）

9,780 ― 9,780 2,073,066

平成19年３月31日　残高
（千円）

17,438 920,149 937,588 3,297,549
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益  406,141 645,580

減価償却費  135,094 162,123

その他の償却費  533 507

減損損失  4,450   　　　　　　　　　 ― 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  78,664 △115,987

賞与引当金の増減額（△は減少）  8,000 △20,165

退職給付引当金の増減額（△は減少）  75,949 △8,942

役員退職慰労引当金の増加額  31,725 9,207

受取利息及び受取配当金  △2,056 △2,116

固定資産に係る損益  3,713 11,159

支 払 利 息  160,115 79,283

投資有価証券に係る損益  △38,082 △1,500

会員権に係る損益  2,159  ― 

子会社株式売却損益  △31,831 12,800

本社移転費用引当金の増加額  43,241  ― 

工業所有権整理損  110,419  ― 

売上債権の減少額  426,629 268,019

たな卸資産の減少額  268,088 46,826

その他資産の減少額  68,698 175,261

仕入債務の減少額  △353,372 △240,214

未払消費税等の増加額  24,769 4,953

その他負債の減少額  △92,911 △227,990

小　　　計  1,330,144 798,805

利息及び配当金の受取額  2,056 2,093

利息の支払額  △156,491 △79,089

法人税等の支払額  △21,467 △21,089

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,154,241 700,720

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

     定期預金の払戻による収入    ― 10,000

有形固定資産の取得による支出  △132,634 △129,562

有形固定資産の売却による収入  200 57,157

無形固定資産の取得による支出  △86,027 △6,211

投資有価証券の取得による支出  △3,085 △6,490

投資有価証券の売却による収入  80,456 4,302

子会社株式の売却による収入  42,000 12,200

その他  6,500 △3,790

投資活動によるキャッシュ・フロー  △92,589 △62,395
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

関係会社長期借入による収入  4,570,060 ―

関係会社短期借入金の返済による支出  ― △128,000

長期借入金の返済による支出  △6,612,149 △47,160

関係会社長期借入金の返済による支出  △1,000,000 △900,000

社債の償還による支出  ― △10,000

その他  △1,252 △562

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,043,340 △1,085,722

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △1,981,689 △477,398

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,947,722 966,033

Ⅵ　合併に伴う現金及び現金同等物の増減額  ― 235,023

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 966,033 753,658
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(5）損失処理計算書

  
前事業年度

(平成18年６月22日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ　当期未処理損失   2,140,298

Ⅱ　損失処理額   ―

Ⅲ　次期繰越損失   2,140,298

　（注）　日付は株主総会承認日であります。
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重要な会計方針

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び評価方法 １　有価証券の評価基準及び評価方法

①　その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額

は、全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定)

①　その他有価証券

時価のあるもの

決算期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)

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

時価のないもの

同左

２　デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

２　デリバティブの評価基準及び評価方法

同左

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　商品、製品、原材料、貯蔵品は移動平均法による低価

法によっており、仕掛品は個別法(ただし、一部につい

ては移動平均法)による原価法によっております。

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

同左

４　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　定率法又は定額法を採用しております。ただし、平

成10年４月１日以降取得した建物(附属設備を除く)に

ついては定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は、建物及び構築物が５～50年、

機械装置及び工具器具備品が２～10年であります。

４　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

　定額法(なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法)を

採用しております。

(2) 無形固定資産

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。

５　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末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。

５　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

同左

６　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

６　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基

づき計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 本社移転費用引当金

　翌事業年度に予定されている本社移転に伴い発生す

る損失に備えるため、現本社ビルの賃貸借契約解除違

約金、原状回復費用等の見積額を計上しております。

(3) 本社移転費用引当金

                ―――――
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前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末にお

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、各事業年度の発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定率

法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理し

ております。

(4) 退職給付引当金

                    同左

 

(5) 役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金支給内規（執行役員を含む）に基づ

く当事業年度額を役員退職慰労引当金として計上して

おります。

(5) 役員退職慰労引当金

　                  同左

７　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。

７　リース取引の処理方法

同左

８　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。また、為替予約

等が付されている外貨建金銭債権債務等について振当

処理の要件を満たしている場合は、振当処理を行って

おります。

８　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。また、為替予約

等が付されている外貨建金銭債権債務等について振当

処理の要件を満たしている場合は、振当処理を、金利

スワップについて特例処理の要件を満たしている場合

には特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約・金利スワップ

ヘッジ対象

外貨建債権債務

ヘッジ対象

外貨建債権債務・借入金・社債

(3) ヘッジ方針

　通貨関連におけるデリバティブ取引は、外貨建売掛

金、買掛金の範囲以内で行うこととし、投機目的の先

物為替予約取引は行わない方針であります。

　金利関連におけるデリバティブ取引は、借入金及び

社債の利息支払に関して調達コストの低減と金利上昇

リスクのヘッジを目的として行っており、借入金の実

行あるいは社債の発行を伴わない投機目的の金利ス

ワップ取引は行わない方針であります。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ有効性の評価は、原則としてヘッジ開始時か

ら有効性判定時点までの期間において、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・フロー変動の累計と

比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しておりま

す。ヘッジ手段の効果において、事前の有効性に高い

相関関係が確認出来ない時は新たなヘッジ手段に変更

又は見直しをはかることにしております。

　また、為替予約取引においては、原則として外貨建

債権債務の範囲内で行っており、実行の可能性が極め

て高いため有効性の判定は省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ有効性の評価は、原則としてヘッジ開始時か

ら有効性判定時点までの期間において、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・フロー変動の累計と

比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しておりま

す。ヘッジ手段の効果において、事前の有効性に高い

相関関係が確認出来ない時は新たなヘッジ手段に変更

又は見直しをはかることにしております。

　また、為替予約取引においては、原則として外貨建

債権債務の範囲内で行っており、実行の可能性が極め

て高いため有効性の判定は省略しております。

－ 17 －



前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

 　金利スワップは、全て特例処理の用件を満たしてお

り、特例処理を採用しているため、ヘッジ有効性の評

価を省略しております。

10　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、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短

期的な投資からなっております。

10　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

11　その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理について

　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。

11　その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理について

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から「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」（企業会計基準委員会　平

成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。

　これにより税引前当期純利益が4,450千円減少しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しております。

　　　　　　　　　　　―――――

 

 

 

（役員退職慰労引当金）

　役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理して

おりましたが、当期より役員退職慰労金支給内規に基づく

期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に

変更しております。

　この変更は、当期において株式会社イチネンの子会社に

なったことに伴い、内規の整備を行ったことを機に支出年

度における費用負担額の変動を回避し、期間損益の適正化

及び財務内容の健全化を図るため、役員退職慰労金を役員

の在任期間に亘って合理的に費用配分することにしたもの

であります。

　この変更に伴い、繰入額の当期発生相当分19,499千円は

販売費及び一般管理費に、過年度相当分12,225千円は特別

損失に計上しております。この結果、従来の方法によった

場合に比べ、営業利益及び経常利益は19,499千円、税引前

当期純利益は31,725千円それぞれ減少しております。

　なお、この変更は当下期に株式会社イチネンの子会社に

なったことにより実施しておりますので、当中間期は従来

の方法によっております。従って、当中間期は変更後の方

法によった場合と比較して、営業利益及び経常利益は9,669

千円、税引前中間純利益は21,895千円それぞれ多く計上さ

れています。

　　　　　　　　　　　―――――

 

 

 

 

（工業所有権の申請料）

　工業所有権の申請料は、従来、無形固定資産として計上

し、法人税法に規定する方法と同一の基準の償却年数で償

却しておりましたが、当期より支出時の費用として処理す

る方法に変更しております。

　この変更は、当期において株式会社イチネンの子会社に

なったことに伴い、親会社との会計処理の統一をはかるた

めのものであります。

　この変更に伴い、当期発生分5,396千円は販売費及び一

般管理費に、過年度に資産計上してきた金額の取崩額

110,419千円は特別損失に計上しております。この結果、

従来の方法によった場合に比べ、営業利益及び経常利益は

5,396千円、税引前当期純利益は115,816千円それぞれ減少

しております。

　　　　　　　　　　　―――――
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前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

　なお、この変更は当下期に株式会社イチネンの子会社に

なったことにより実施しておりますので、当中間期は従来

の方法によっております。従って、当中間期は変更後の方

法によった場合と比較して、営業利益及び経常利益は2,704

千円、税引前中間純利益は124,942千円それぞれ多く計上

されています。

　

 　　　　　　　　　　―――――  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12月９日　

企業会計基準第５号)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」(企業会計基準委員会

　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号)を適

用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は3,297,549千円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 　　　　　　　　 　―――――

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　 　　―――――

 

 

 

 

 (企業結合に係る会計基準)

　当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」(企業

会計審議会　平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基

準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準適用指針第10

号)に準じた方法で会計処理を行っております。

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。

 （ストック・オプション等に関する会計基準）

　当事業年度より「ストック・オプション等に関する会計

基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適

用しております。　 
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追加情報

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

　　――――― 　当社及び当社の親会社である株式会社イチネンは、平成

19年３月16日に開催された両社の取締役会において、当社

を完全子会社、株式会社イチネンを完全親会社とする簡易

株式交換を行うことを決議し、同日付で株式交換契約書を

締結しました。　　　　　　　　　　

株式交換の日程及び交換比率の内容は以下のとおりであ

ります。 

 １．株式交換の日程

株式交換契約承認取締役会　　　　平成19年３月16日

株式交換契約締結　　　　　　　　平成19年３月16日

株式交換契約承認定時株主総会（当社）　　　　

平成19年６月20日(予定)

株式交換の日(効力発生日)  平成19年９月１日(予定)　

株券交付日 　　　　　　　 平成19年10月19日(予定)　

（注）株式会社イチネンは、会社法第796条第3項に基づ

き、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換

の手続きにより株式交換を行う予定であります。

２．株式交換比率

㈱タイホーコーザイ　0.2　：　㈱イチネン　１
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

※１　関係会社に対するものは、次のとおりであります。 ※１　関係会社に対するものは、次のとおりであります。

未払費用 3,624千円 売掛金 187千円

未収入金  4,159 〃

買掛金  1,592 〃

未払金  2,448 〃

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

定期預金 50,000千円 定期預金 40,000千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務

買掛金 64,773千円

未払金 19 〃

計 64,793 〃

買掛金 12,492千円

未払金 224 〃

計 12,717 〃

※３　土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布)

に基づき事業用の土地の再評価を行い、評価差額につ

いて、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控

除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に

計上しております。

※３　土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布)

に基づき事業用の土地の再評価を行い、評価差額につ

いて、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控

除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地価

税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算定した価額に、

時点修正による補正等合理的な調整を行って算出

しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地価

税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算定した価額に、

時点修正による補正等合理的な調整を行って算出

しております。

再評価を行った日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の当期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額

 822,565千円(損)

再評価を行った日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の当期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額

 922,787千円(損)

※４　会社が発行する株式　普通株式 37,000,000株

Ａ種優先株式 1,000,000株

Ｂ種優先株式 300,460株

 　４　　　　　　　　　―――――

　ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場

合には、会社が発行する株式について、これに相当す

る株式数を減ずることとなっております。

　Ｂ種優先株式1,699,540株が普通株式に転換されて

消滅したため、当該消滅に相当する株式数だけ会社が

発行する株式の総数が減少しております。

発行済株式総数　　　普通株式 34,613,447株

Ａ種優先株式 900,458株
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前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

※５　自己株式の保有数 　５　　　　　　　　　―――――

普通株式 52,268株

６　平成16年６月29日の開催の定時株主総会において、

下記の欠損填補を行っております。

資本準備金　　　　　　　　　　　651,171千円

６　平成16年６月29日の開催の定時株主総会において、

下記の欠損填補を行っております。

資本準備金　　　　　　　　　　　651,171千円

７　資本の欠損

資本の欠損は2,182,423千円であります。

７　　　　　　　　　―――――

８　配当制限

(1) 土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律

第７条の２第１項の規定により、配当に充当する

ことが制限されております。

８　　　　　　　　　―――――

(2) 商法施行規則第124条第３号に規定する金額は、

7,658千円であります。

　９　　　　　　　　――――― ※９　期末日満期手形

　期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、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。

受取手形 133,003千円

支払手形  266,475 〃
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（損益計算書関係）

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

※１　関係会社に対するものは、次のとおりであります。

支払利息　　　　　　　　　　　13,230千円

※１　関係会社に対するものは、次のとおりであります。

支払家賃　　　　　　　　　　　61,800千円

支払利息　　　　　　　　　　　76,286千円

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

保管料運賃 429,379千円

広告宣伝費 54,297 〃

旅費交通費 160,981 〃

従業員給料賞与 1,042,108 〃

賞与引当金繰入額 61,690 〃

退職給付費用 160,086 〃

福利厚生費 229,450 〃

減価償却費 97,724 〃

貸倒引当金繰入額 91,989 〃

役員退職慰労引当金繰入額 19,499 〃

貸倒損失 2,738 〃

保管料運賃 483,536千円

広告宣伝費 53,634 〃

旅費交通費 181,004 〃

従業員給料賞与 1,367,815 〃

賞与引当金繰入額 79,595 〃

退職給付費用 93,616 〃

福利厚生費 255,455 〃

減価償却費 121,152 〃

貸倒引当金繰入額 3,539 〃

役員退職慰労引当金繰入額 21,398 〃

※３　営業外収益の主要項目 ※３　営業外収益の主要項目

受取利息 457千円

受取配当金 1,598 〃

為替差益 2,186 〃

不動産賃貸収入 11,020 〃

業務代行手数料 7,200 〃

受取利息 879千円

受取配当金 1,237 〃

為替差益 593 〃

不動産賃貸収入 12,000 〃

※４　営業外費用の主要項目 ※４　営業外費用の主要項目

支払利息 160,115千円 支払利息 79,283千円

合併費用 28,570千円

※５　特別利益の主要項目

投資有価証券売却益 41,215千円

関係会社株式売却益 31,831 〃

過年度役員退職慰労引当金

戻入額
27,814 〃

※５　特別利益の主要項目

投資有価証券売却益 1,500千円

貸倒引当金戻入額 13,056 〃

※６　特別損失の主要項目 ※６　特別損失の主要項目

たな卸資産整理損 2,132千円

投資有価証券評価損  2,418〃

過年度役員退職慰労

引当金繰入額
 13,521〃

固定資産除売却損  3,713〃

減損損失  4,450〃

本社移転費用引当金

繰入額
 43,241〃

会員権売却損  3,532〃

工業所有権整理損  110,419〃

役員保険解約損  2,745〃

子会社株式売却損 12,800千円

固定資産売却損  1,478〃

固定資産除却損 9,681〃

前期損益修正損

（本社移転費用引当不足）
 10,246〃
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前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

※７　減損損失

　当社は、以下の資産について減損損失を計上しました。

　７　　　　　　　　　―――――

用途 種類 場所 金額(千円)

遊休 土地
山梨県
南都留郡
他２件

4,450

　グルーピングは事業部門別を基本とし、将来の使用が見

込まれていない遊休資産については個々の物件単位で実施

しております。

　上記の土地は現在遊休資産としており今後の利用計画も

ないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失

を認識いたしました。

　回収可能価額は正味売却価額により測定しており、固定

資産税評価額を基礎とした指標により評価しております。

  ８　減価償却実施額

 　　　　有形固定資産　　　　　　　　　117,522千円

　　　　 無形固定資産　　　　　　　　 　17,571千円

 ８　減価償却実施額

 　　　有形固定資産　　　　　　　 　　138,207千円

　　　　 無形固定資産　　　　  　　　　  23,916千円 

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 34,613,447 12,747,732  ― 47,361,179

第一回Ａ種優先株式 900,458   ―  ― 900,458

合計 35,513,905 12,747,732  ― 48,261,637

自己株式     

普通株式 52,268 3,745 52,268 3,745

合計 52,268 3,745 52,268 3,745

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 当社は、平成18年５月18日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規程に基づき当

社の取締役、執行役員並びに関係会社の取締役に対しストック・オプションとして新株予約権を発行すること及

びその募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成18年６月22日開催の当社第67回定時株主総会

にて決議いたしましたが、平成19年3月22日に新株予約権は当社の取締役、執行役員より譲渡され、新株予約権

は消却されております。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,016,033千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△50,000 〃

現金及び現金同等物 966,033 〃

現金及び預金勘定 793,658千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△40,000 〃

現金及び現金同等物 753,658 〃

（リース取引関係）

 　当社は、有価証券報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券関係）

１．時価のある有価証券

 （単位：千円）

区　　　　分

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

取得原価
貸借対照表
計上額

差額 取得原価
貸借対照表
計上額

差額

その他有価証券

株式
17,309 29,346 12,037 111,900 141,303 29,402

計 17,309 29,346 12,037 111,900 141,303 29,402

　（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、前事業年度において時価が取得原価に比べ

50％以上下落したため減損処理を行い、投資有価証券評価損918千円を計上しております。

２．当事業年度中に売却したその他有価証券

 （単位：千円）

区　　　　分
前事業年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

売却額 80,456 4,302

売却益の合計額 41,215 1,500

売却損の合計額 714 － 

３．時価評価されていない主な有価証券

 （単位：千円）

区　　　　分

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式
12,028 3,025

計 12,028 3,025

　（注）　前事業年度において実質価格が取得原価に比べて50％以上下落しており回復の可能性もないと判断したため、

減損処理を行い、投資有価証券評価損1,500千円を計上しております。
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（デリバティブ取引関係）

 　当社は、有価証券報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

（退職給付関係）

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

　退職金制度の95％相当額について適格退職年金制度

を採用し、残額については退職一時金を充当しており

ます。

１　採用している退職給付制度の概要

　退職金制度の95％相当額について適格退職年金制度

を採用し、残額については退職一時金を充当しており

ます。また平成18年10月1日付にて合併しました株式会

社コ－ザイに係る従業員の退職給付債務の算定につい

ては、簡便法を採用しております。

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務  1,548,355 千円

②　年金資産  815,013 〃

③　未認識数理計算上の

差異
 240,760 〃

④　退職給付引当金  492,581 〃

①　退職給付債務  1,906,191 千円

②　年金資産  1,110,371 〃

③　未認識数理計算上の

差異
 235,930 〃

④　退職給付引当金  559,888 〃

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

①　勤務費用  50,551 千円

②　利息費用  27,156 〃

③　期待運用収益  △19,241 〃

④　数理計算上の差異の

費用処理額
 115,812 〃

⑤　退職給付費用  174,278 〃

①　勤務費用  49,414 千円

②　利息費用  25,238 〃

③　期待運用収益  △22,820 〃

④　数理計算上の差異の

費用処理額
 49,596 〃

⑤　退職給付費用  101,429 〃

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　退職給付見込額の

期間配分方法
期間定額基準

②　割引率 1.63％ 

③　期待運用収益率 2.8％ 

④　数理計算上の差異の

処理年数
10年 

①　退職給付見込額の

期間配分方法
期間定額基準

②　割引率 1.70％ 

③　期待運用収益率 2.8％ 

④　数理計算上の差異の

処理年数
10年 
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（ストック・オプション等関係）

　平成19年3月22日に新株予約権は当社の取締役、執行役員より譲渡され、新株予約権は消却されておりますので、

決算短信における開示の必要性が大きくないと判断し開示を省略しております。

（税効果会計関係）

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）   

賞与引当金損金算入限度超過額 28,076 千円

退職給付引当金損金

算入限度超過額
200,431 〃

棚卸資産評価損否認額 174,597 〃

貸倒引当金損金否認額 30,151 〃

固定資産減価償却超過額 30,745 〃

有価証券評価損否認額 2,237 〃

役員退職慰労引当金 12,909 〃

貸倒損失否認額 451,817 〃

繰越欠損金 2,877,481 〃

その他 27,904 〃

繰延税金資産小計 3,836,351 〃

評価性引当額 △3,679,351 〃

繰延税金資産合計 157,000 〃

（繰延税金負債）   

土地再評価差額金 633,369 〃

その他有価証券評価差額金 5,253 〃

繰延税金負債合計 638,623 〃

繰延税金負債の純額 481,623 〃

（繰延税金資産）   

賞与引当金損金算入限度超過額 37,434 千円

退職給付引当金損金

算入限度超過額
227,818 〃

棚卸資産評価損否認額 79,664 〃

貸倒引当金損金否認額 901 〃

固定資産減価償却超過額 25,842 〃

有価証券評価損否認額 3,821 〃

役員退職慰労引当金 16,655 〃

貸倒損失否認額 451,823 〃

繰越欠損金 2,766,585 〃

その他 11,470 〃

繰延税金資産小計 3,622,018 〃

評価性引当額 △3,287,018 〃

繰延税金資産合計 335,000 〃

（繰延税金負債）   

土地再評価差額金 633,369 〃

その他有価証券評価差額金 11,963 〃

繰延税金負債合計 645,333 〃

繰延税金負債の純額 310,333 〃

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0％

評価性引当額増減額 △82.4％

住民税均等割 4.9％

その他 △ 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △34.1％

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.7％

評価性引当額増減額 △60.8％

住民税均等割 4.4％

その他 0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △12.3％

（持分法損益等）

前事業年度(自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日)

　利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

当事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。
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（関連当事者との取引）

前事業年度(自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日)

(1）親会社及び法人主要株主等
 （単位：千円）

属 性
会社等の
名称

住　所
資本金
又は
出資金

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 内 容 取引金額 科 目 期末残高
役員の
兼務等

事業上
の関係

親会社 ㈱イチネン
大阪市

淀川区
2,023,850

リース

事業等

被所有

直接60.7％

間接　―％

－

車両・

機器の

リース

営業取引

以外の

取引

支払利息 13,230 未払費用 3,624

資金の

借入
4,570,060

１年以内に

返済する

関係会社

長期借入金

900,000

関係会社

長期借入金
2,600,000

　（注）１　上記金額のうち、取引金額には消費税は含まれておりません。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

　借入金の利率は、金銭消費賃貸契約書に基づいて決定しております。

(2）役員及び個人主要株主等
 （単位：千円）

属 性
会社等の
名称

住  所
資本金
又は
出資金

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 内 容 取引金額 科 目 期末残高
役員の
兼務等

事業上
の関係

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

(当該会

社等の子

会社を含

む）

タイホー殖

産㈱

東京都

港区
10,000

不動産

管理

直接　―％

間接　―％
－

ビルの

管理

営業取引
保険料 337 未払金 76

ビル管理 10,400 － －

営業取引

以外の

取引

－ －

未収入金 130

受入保証金 450

　（注）１　上記金額のうち、取引金額には消費税は含まれておりません。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

　ビル管理費用については、一般市場価格を勘案して、価格交渉のうえ決定しております。

３　なお、重要性の乏しい関連会社については記載を省略しております。

当事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

(1）親会社及び法人主要株主等
 （単位：千円）

属 性
会社等の
名称

住  所
資本金
又は
出資金

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 内 容 取引金額 科 目 期末残高
役員の
兼務等

事業上
の関係

親会社 ㈱イチネン
大阪市

淀川区
2,023,850

リース

事業等

被所有

直接72.70％

間接　－％

－

車両・

機器の

リース

 営業取引
家賃の支

払
61,800  －

 支払利息 76,286  未払費用 163

資金の返済 900,000
関係会社長期

借入金(1年以

内含む) 

2,600,000

営業取引以

外の取引

子会社株式

の譲渡
12,200

子会社株式

の売却損
12,800  

 

　（注）１　上記金額のうち、取引金額には消費税は含まれておりません。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　家賃の支払は、市場取引に基づいて決定しております。

　　借入金の利率は、市場金利に基づいて決定しております。

　　子会社株式の譲渡価額は、純資産額に基づいて決定しております。
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（企業結合等）

    株式会社コーザイとの合併

当社は、平成18年10月１日付で株式会社コーザイと合併いたしました。

 １．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに

取引の目的を含む取引の概要

（1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

     株式会社コーザイ　

     自動車・産業用ケミカル事業

    （内容：自動車用・機械設備用ケミカル製品の製造及び販売）

（2）企業結合の法的形式

     共通支配下の取引

（3）結合後企業の名称

     株式会社タイホーコーザイ

（4）取引の目的を含む取引の概要

  当社および株式会社コーザイは、ともにイチネングループの会社であり、自動車・産業用ケミカル事業を

行っております。

　今般の両社の合併により、自動車用・機械設備用ケミカル製品を取扱い、全国に部品商等の販売ルートを

有する株式会社コーザイと主力製品の工業用ボイラー用燃料添加剤で圧倒的な市場占有率を確保し、高い研

究開発力を有する当社が統合することで、製品の相互補完による顧客への販売力強化、相互の顧客基盤に対

して製品を販売するクロスセリング、共同開発による付加価値製品の創出、海外展開力の強化を図ることが

できるものと考えております。また、経営資源・ノウハウ・人材の共有化に加え、統合による経営の効率化

を図っていくことにより、一層の収益性の向上および企業価値の拡大に資するものと考えております。

  企業結合日は平成18年10月１日としました。また、議決権のある株式の交換比率は、第三者機関が、市場

株価法、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）、類似会社比準法および時価純資産価額法

を用いて算定した結果を総合的に勘案し、タイホー工業（株）１：（株）コーザイ80とし、交付株式数は、

普通株式総数12,800,000株（うち、52,268株については当社の保有する自己株式を移転し、12,747,732株に

ついて新株式を発行いたしました。）です。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（平成15年10月31日企業会計審議会）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 22.40 円

１株当たり当期純利益 19.03 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 14.54 円

１株当たり純資産額 60.12 円

１株当たり当期純利益  17.71円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  16.41円

当期の1株当たり純資産額の計算は優先株式の発行価額

450,229千円を控除して計算しております。

当期の1株当たり純資産額の計算は優先株式の発行価額

450,229千円を控除して計算しております。

　（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

 
前事業年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

損益計算書上の当期純利益（千円） 544,531 725,170

普通株式に係る当期純利益（千円） 544,531 725,170

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式の期中平均株式数（株） 28,607,591 40,942,440

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

算定に用いられた当期純利益調整額 (千円)
― ― 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳 (株)
  

第一回Ａ種優先株式 2,880,543 3,239,057

第一回Ｂ種優先株式 5,957,869 ― 

普通株式増加数 (株) 8,838,412 3,239,057

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要
 

―
 

―
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（重要な後発事象）

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

株式会社コーザイとの合併契約

　当社と株式会社コーザイは、平成18年4月28日開催の

各社の取締役会において、平成18年10月1日を合併期日

（予定）とした合併契約の承認を経て、同日付にて合併

契約書を締結いたしました。

　　―――――

１．合併の目的

　当社および株式会社コーザイは、ともにイチネング

ループの会社であり、自動車・産業用ケミカル事業を

行っております。

　今般の両社の合併により、自動車用・機械設備用ケミ

カル製品を取扱い、全国に部品商等の販売ルートを有す

る株式会社コーザイと主力製品の工業用ボイラー用燃料

添加剤で圧倒的な市場占有率を確保し、高い研究開発力

を有する当社が統合することで、製品の相互補完による

顧客への販売力強化、相互の顧客基盤に対して製品を販

売するクロスセリング、共同開発による付加価値製品の

創出、海外展開力の強化を図ることができるものと考え

ております。また、経営資源・ノウハウ・人材の共有化

に加え、統合による経営の効率化を図っていくことによ

り、一層の収益性の向上および企業価値の拡大に資する

ものと考えております。

 

２．合併の要旨

（１）合併の日程

合併契約書承認取締役会　平成18年4月28日

合併契約書調印　　　　　平成18年4月28日

合併契約書承認定時株主総会

平成18年6月22日（当社）

合併契約書承認臨時株主総会

平成18年6月22日（株式会社コーザイ）

合併期日　　　　平成18年10月1日（予定）

合併登記　　　　平成18年10月2日（予定）

（２）合併方式

　当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社

コーザイは解散いたします。

（３）合併比率

会社名 当社 株式会社コーザイ

合併比率 １ 80

（注）１．株式の割当比率

株式会社コーザイの普通株式1株に対して、当社の普通株式

80株を割当てます。

２．合併比率の算定結果、算定方法及び算定根拠

当社は新光証券株式会社を、株式会社コーザイは税理士法人

平成会計社を、それぞれ第三者算定機関として起用して合併

比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として、合併当事

者間において協議の上、上記比率を決定致しました。

新光証券株式会社および税理士法人平成会計社は、市場株価

法、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）、

類似会社比準法および時価純資産価額法を用いた上で、これ

らの分析結果を総合的に勘案して合併比率を算定致しました。
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前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

３．合併により発行する新株式数

割当交付する普通株式総数12,800,000株のうち、52,268株に

ついては当社の保有する自己株式を移転し、12,747,732株に

ついて新株式を発行いたします。

（４）合併交付金

　合併交付金の支払は行いません。

（５）配当起算日

　平成18年10月1日

（６）財産の引継

　当社は、平成18年３月31日現在の株式会社コーザ

イの貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、

これに合併期日前日までの増減を加除した一切の資

産、負債及び権利義務を合併期日において引き継ぐ。

 

被合併会社の資産・負債の状況

　(平成18年３月31日現在)

 

資産

科目 金額（千円）

流動資産  1,669,886

固定資産   

有形固定資産 584,398  

無形固定資産 20,448  

投資その他の資産 195,150 799,997

資産合計  2,469,884

 

負債

科目 金額（千円）

流動負債 831,005

固定負債 265,252

負債合計 1,096,257
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５．その他
(1）生産、受注及び販売の状況

 前事業年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日）

 対前年比較につきましては、当事業年度より事業部門を工業薬品、化学品に分類しているため、記載しておりません。

(1) 生産実績

　当事業年度における生産実績を事業の部門別ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の部門別の名称 生　　　産　　　高 前年同期比(％)

工　業　薬　品　事　業  8,626屯 ―

化　 学　 品　 事　 業  2,118屯 ―

合　　　　　　計 10,744屯 ―

(2）受注実績

　工業薬品、化学品事業については、受注生産は行っておりません。

(3）販売実績

　当事業年度における販売実績を事業の部門別ごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業の部門別の名称 販　　　売　　　高 前年同期比(％)

工　業　薬　品　事　業 6,383,345 ―

化　 学　 品　 事　 業 2,541,333 ―

合　　　　　　計 8,924,678 ―

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 当事業年度（自平成18年４月１日至平成19年３月31日）

(1) 生産実績

　当事業年度における生産実績を事業の部門別ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の部門別の名称 生　　　産　　　高 前年同期比(％)

工　業　薬　品　事　業 8,762屯 101.6

化　 学　 品　 事　 業  5,449屯 257.3

合　　　　　　計 14,211屯 132.3

(2）受注実績

　工業薬品、化学品事業については、受注生産は行っておりません。

(3）販売実績

　当事業年度における販売実績を事業の部門別ごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業の部門別の名称 販　　　売　　　高 前年同期比(％)

工　業　薬　品　事　業 6,057,672 94.9

化　 学　 品　 事　 業 3,984,822 156.8

合　　　　　　計 10,042,495 112.5

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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