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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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 43,987 7.3 4,127 6.2 4,147 3.5 2,863 18.6

18年３月期 40,996 11.3 3,885 2.5 4,006 7.1 2,415 55.4

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 229 45 229 45 12.1 9.0 9.4

18年３月期 183 45 183 44 11.5 9.6 9.5

（参考）持分法投資損益 19年３月期 △0百万円 18年３月期 6百万円

(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

19年３月期 47,632 28,004 52.6 2,007 43

18年３月期 44,225 22,470 50.8 1,794 28

（参考）自己資本 19年３月期 25,050百万円 18年３月期 22,470百万円

(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

19年３月期 2,977 △2,990 △625 4,372

18年３月期 2,910 △1,982 205 4,719

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
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18年３月期 13 00 13 00 26 00 324 14.2 1.6
19年３月期 13 00 13 00 26 00 324 11.3 1.4

20年３月期(予想) 13 00 13 00 26 00 － 14.7 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（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 23,200 9.7 2,050 △1.3 2,040 △2.3 1,060 △23.8 84 94

通期 47,300 7.5 4,170 1.0 4,150 0.1 2,210 △22.8 177 10
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

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、18ページ「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」をご覧ください。

(3）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 12,506,170株 18年３月期 12,506,170株

②　期末自己株式数 19年３月期 27,165株 18年３月期 26,806株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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 28,889 3.9 2,123 △7.3 2,554 △21.8 1,572 △27.1

18年３月期 27,813 4.1 2,290 1.8 3,265 10.9 2,156 35.3

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

円 銭 円 銭

19年３月期 126 00 126 00

18年３月期 168 71 168 71

(2）個別財政状態

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 34,150 20,923 61.3 1,676 69

18年３月期 33,442 19,951 59.7 1,594 65

（参考）自己資本 19年３月期 20,923百万円 18年３月期 19,951百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（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 14,700 0.9 1,020 △4.8 1,190 △2.9 700 △11.2 56 09

通期 30,200 4.5 2,170 2.2 2,840 11.2 1,670 6.2 133 82

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「1.経営成績（1）経営成績

に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰はありましたが、個人消費の緩やかな増加や、好調な企業業

績を背景とした設備投資の増加や輸出の好調に支えられ、戦後最長のいざなぎ景気を超える景気の拡大基調が続いてお

ります。

　当社グループの製品の需要先であります印刷業界は、日本国内におきましては、大手印刷会社との競争で、経営は非

常に厳しく、かつ、市場そのものの伸びはなく、熟成型市場となっております。一方海外では、特に経済成長の続くア

ジア市場が順調に拡大しております。原油高によります印刷用インキ用原材料が内外共上昇し、収益の圧迫要因となり

ました。

　このような経営環境の中で、当社グループ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とオフ輪インキの平版インキ及び紫外線硬化型インキ（Ｕ

Ｖインキ）が好調に推移し、当連結会計年度の業績は、売上高は439億87百万円（前年同期比7.3％増）、営業利益は41

億27百万円（前年同期比6.2％増）、経常利益は41億47百万円（前年同期比3.5％増）となりました。当期純利益におき

ましては、インドネシアの合弁会社、株式会社チマニートオカにおいて、為替益が、前連結会計年度は３億77百万円で

あったが、当連結会計年度では４億80百万円計上したことにより、28億63百万円（前年同期比18.6％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、日本国内では枚葉インキ及びオフ輪インキの平版インキが若干マイナスとなったものの、

海外では好調に推移し、売上高は前年同期比7.9％増の150億82百万円となりました。また、紫外線硬化型インキ（Ｕ

Ｖインキ）においても日本国内と海外では中国及び韓国市場が順調に推移し、売上高は前年同期比8.0％増の181億50

百万円となりましたが、日本国内及び海外ともに原油価格高騰によります仕入原料価格の上昇により、利益幅が減少

となりました。

　この結果、売上高は418億91百万円（前年同期比7.5％増）、営業利益は51億７百万円（前年同期比5.5％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ました。

　この結果、売上高は21億81百万円（前年同期比4.3％増）、営業利益は１億45百万円（前年同期比0.1％減）となり

ました。

③　その他の部門

　当部門におきましたは、産業廃棄物を償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58百万円（前年同期比1.1％減）、営業利益は９百万円（前年同期比11.5％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、経営較差は拡大基調にあります。印刷インキの主要原料を石油派生品に依存しております我々の業界は、

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強化を図りましたが、原料価格の高騰により

ます高止まりは収益面での大きな圧迫要因となりました。　　　　　　　　　　　　　　　

　一方、合成樹脂の生産、販売を展開しております子会社、冨士化成工業株式会社は、高付加価値の製品の拡販に注

力し、潜在性硬化剤及び環境対応型の樹脂は順調に推移いたしまた。 

　この結果、売上高は312億32百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益は36億75百万円（前年同期比4.1％減）とな

りました。　
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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受け、中国の合弁会社、杭華油墨化学有限公司をはじめ、各地

域が順調な経営成績となりましたが、原油価格高騰によります原料高と、競争激化によります販売単価の下落が収益

を圧迫いたしました。

　この結果、売上高は166億12百万円（前年同期比16.9％増）、営業利益は16億14百万円（前年同期比27.4％増）と

なりました。

　今後の経済見通しにつきましては、日本の景気は引続き緩やかながらも回復が期待される中で、我々の印刷用インキ

を取り巻く環境も徐々に好転するものと考えられますが、一方では、原油価格の高騰に伴い印刷インキ用の各種材料価

格が数次にわたって引き上げられ、製造コストを圧迫しておりますが、ユーザーであります印刷業界は価格競争も厳し

く、我々インキ業界からの製品価格への転嫁は聞き入れられず、経営的に深刻な影響を受けることが予想されます。

　また、海外合弁会社においても、印刷用インキの主原料の値上げの影響の他、競争激化によります販売単価の引き下

げも続いており、利益面への圧迫は避けられない見通しであります。 

　これらを踏まえて、平成20年３月期の業績見通しを次のように計画いたします。 

連結の業績予想（　）は前年度比 

売上高　　　  　47,300百万円（ 　7.5％増） 

営業利益　　 　  4,170百万円（ 　1.0％増） 

経常利益　 　　　4,150百万円（　 0.1％増） 

当期純利益　　 　2,210百万円（  22.8％減） 

個別の業績予想（　）は前年度比

売上高　　　　　30,200百万円（ 　4.5％増） 

営業利益　　　　 2,170百万円（ 　2.2％増） 

経常利益　　 　　2,840百万円（　11.2％増） 

当期純利益　　 　1,670百万円（　 6.2％増） 

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

 　　当連結会計年度末の資産につきましては、受取手形及び売掛金が16億38百万円及び杭州経済技術開発区杭華油墨

化学有限公司新工場建設のため13億64百万円及び大阪支店用地購入10億62百万円等により有形固定資産が26億36百

万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べて34億７百万円増の476億32百万円となりました。

　負債につきましては、支払手形及び買掛金が８億13百万円及び短期借入金が38億82百万円増加しましたが、長期

借入金の返済により12億76百万円及び社債の償還により30億円が減少したことにより、前連結会計年度末に比べて

２億14百万円増の196億27百万円となりました。

　純資産につきましては、会社法施行の影響により少数株主持分が29億53百万円、当期純利益が28億36百万円増加

したことにより、前連結会計年度末に比べて55億34百万円増の280億４百万円となりました。

②　キャッシュ・フローの状況　

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が46億40百万

円（前年同期比9.9％増）と増加いたしましたが、売上債権の増加額14億５百万円、法人税等の支払額15億14百万円、

定期預金の預入による支出20億17百万円、有形固定資産の取得による支出37億５百万円及び社債の償還による支出30

億円等の減少要因があったものの、定期預金の払戻による収入27億66百万円及び短期借入金の純増加額38億11百万円

等の資金の増加要因により、前連結会計年度末に比べて３億47百万円（前年同期比7.4％減）減少し、当連結会計年

度末には43億72百万円となりました。 

　　当連結会計年度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29億77百万円（前年同期比67百万円増）となりました。

　これは主に税金等調整前当期純利益46億40百万円の収入、仕入債務の増加額６億22百万円及び資金の支出を伴わな

い有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費13億66百万円の非資金項目によるもので、一方では、㈱チマニートオ

カの外貨建て債務の評価替えによる非資金項目４億80百万円、売上債権の増加額14億５百万円及び法人税等の支払額

15億14百万円を反映したものであります。 
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　（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29億90百万円（前年同期比10億７百万円増）となりました。

　これは主に大阪支店用地購入及び新会社、杭州経済技術開発区杭華油墨化学有限公司の工場建設の有形固定資産の

取得による支出37億５百万円及び定期預金の預入による支出20億17百万円によるもので、一方では、定期預金の払戻

による収入27億66百万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６億25百万円（前年同期は２億５百万円の収入）となりました。 

　これは主に社債の償還による支出30億円及び長期借入金返済による支出13億46百万円によるもので、一方では短期

借入金の純増加額38億11百万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

自己資本比率（％） 48.5 49.4 50.8 52.6

時価ベースの自己資本比率（％） 91.9 70.2 63.5 53.3

債務償還年数（年） 2.4 2.0 2.5 2.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
19.8 26.2 18.5 14.6

 ＊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・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 　１．各指標は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．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。

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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、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、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　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、当期末配当金につきましても既に公表しているとおり、通期の実績を踏まえて期末配当金を13円、

年間配当金を26円とさせて頂く予定であります。 

　今後も持続的な収益力や会社の継続的発展のための投資計画等を総合的に勘案しながら、収益の拡大に応じた一層の

株主還元を検討してまいります。

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業、その他に関するリスクについては、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えら

れる主な事項を記載しております。

　尚、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当期末において判断したものであります。

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。過年度において、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。
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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39.6%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。

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19年３月31日現在の残高：4,892百万円、680千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

５連結会計年度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19年３月期 

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）

480百万円

（特別利益） 
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２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書（平成18年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略、(4）会社の対処すべき課題

　平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略しております。

　当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

　（当社ホームページ）

http://www.tk-toka.co.jp/

　（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項におきましては、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」に記載しております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 6,374  5,277   

２．受取手形及び売掛金 ※１ 13,895 15,534  

３．有価証券 2 0  

４．たな卸資産 5,286 5,767  

５．繰延税金資産 379 389  

６．前渡金 24 30  

７．前払費用 54 57  

８．その他 145 121  

貸倒引当金 △144 △157  

流動資産合計 26,018 58.8 27,022 56.7 1,003

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物及び構築物 ※３ 12,332 12,792  

(2) 機械装置及び運搬具 ※３ 11,213 11,851  

(3) 工具器具及び備品 ※３ 2,222 2,350  

(4) 土地 ※３ 4,450 5,862  

(5) 建設仮勘定 815 2,296  

減価償却累計額 △16,687 △18,169  

有形固定資産合計 14,347 32.4 16,984 35.7 2,636

２．無形固定資産 165 0.4 156 0.3 △9

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※２ 2,769 2,372  

(2) 繰延税金資産 82 126  

(3) 長期前払費用 12 47  

(4) その他 ※２ 914 1,027  

貸倒引当金 △84 △105  

投資その他の資産合計 3,693 8.4 3,469 7.3 △224

固定資産合計 18,206 41.2 20,609 43.3 2,403

資産合計 44,225 100.0 47,632 100.0 3,407
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 ※１ 8,238 9,052  

２．短期借入金 ※3.5 2,672  6,554   

３．一年以内返済予定の長
期借入金

※３ 1,402  135   

４．一年以内償還予定の社
債

 3,000  －   

５．未払法人税等 705 584  

６．未払金 920 771  

７．賞与引当金 507 480  

８．役員賞与引当金 － 134  

９．その他 207 384  

流動負債合計 17,653 39.9 18,098 38.0 445

Ⅱ　固定負債

１．社債 －  50   

２．長期借入金  ※３ 132  123   

３．繰延税金負債 161 10  

４．退職給付引当金 893 735  

５．役員退職慰労引当金 459 502  

６．その他 113 106  

固定負債合計 1,759 4.0 1,529 3.2 △230

負債合計 19,413 43.9 19,627 41.2 214

（少数株主持分）

少数株主持分 2,341 5.3 － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※７ 2,060 4.7 － － －

Ⅱ　資本剰余金 2,059 4.6 － － －

Ⅲ　利益剰余金 18,363 41.5 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

803 1.8 － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定 △769 △1.7 － － －

Ⅵ　自己株式 ※８ △46 △0.1 － － －

資本合計 22,470 50.8 － － －

負債、少数株主持分及び
資本合計

44,225 100.0 － － －
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金 ※７  － －  2,060 4.3 －

２．資本剰余金   － －  2,059 4.3 －

３．利益剰余金   － －  20,824 43.8 －

４．自己株式 ※８  － －  △47 △0.1 －

　　株主資本合計   － －  24,897 52.3 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  575 1.2 －

２．為替換算調整勘定   － －  △421 △0.9 －

　　評価・換算差額等合計   － －  153 0.3 －

Ⅲ　少数株主持分   － －  2,953 6.2 －

純資産合計   － －  28,004 58.8 －

負債純資産合計   － －  47,632 100.0 －
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度　
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 40,996 100.0 43,987 100.0 2,990

Ⅱ　売上原価 ※５ 30,781 75.1 33,103 75.3 2,321

売上総利益 10,214 24.9 10,883 24.7 669

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1.5 6,329 15.4 6,756 15.3 427

営業利益 3,885 9.5 4,127 9.4 242

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 56 97

２．受取配当金 47 44

３．持分法による投資利益 6 －

４. 為替差益 84 56

５. 再投資税額還付金 50 －

６．その他 80 325 0.8 67 266 0.6 △58

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 164   191    

２．その他 39 203 0.5 55 246 0.6 42

経常利益 4,006 9.8 4,147 9.4 141

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ 9 9

２．貸倒引当金戻入益 13 1

３．為替差益 377 480

４．過年度損益修正益 － 83

５．その他 － 400 1.0 1 576 1.3 175
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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）

当連結会計年度　
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※３ 1 0

２．固定資産除却損 ※４ 15 17

３．投資有価証券評価損 7 28

４．貸倒引当金繰入額 1 －

５．棚卸廃棄損 107 －

６．過年度損益修正損 31 36

７．貸倒損失 14 －

８．その他 3 182 0.5 － 83 0.1 △99

税金等調整前当期純利
益

4,224 10.3 4,640 10.6 416

法人税、住民税及び事
業税

1,413 1,398

法人税等調整額 △4 1,409 3.4 △45 1,352 3.1 △56

少数株主利益（控除） 400 1.0 424 1.0 24

当期純利益 2,415 5.9 2,863 6.5 448
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,059

Ⅱ　資本剰余金減少高

１．自己株式処分差益 0 0

Ⅲ　資本剰余金期末残高 2,059

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 16,494

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 2,415 2,415

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 324

２．役員賞与 108

３．在外子会社剰余金修正額 112 545

Ⅳ　利益剰余金期末残高 18,363
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（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

平成18年３月31日　残高
（百万円）

2,060 2,059 18,363 △46 22,436

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △162  △162

剰余金の配当（中間配当）   △162  △162

役員賞与（注）   △50  △50

役員賞与   △26  △26

当期純利益   2,863  2,863

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 2,461 △0 2,460

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,060 2,059 20,824 △47 24,897

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）     △162

剰余金の配当（中間配当）     △162

役員賞与（注）     △50

役員賞与     △26

当期純利益     2,863

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△228 348 119 612 732

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△228 348 119 612 3,192

平成19年３月31日　残高
（百万円）

575 △421 153 2,953 28,004

 （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）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

当連結会計年度　
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利
益

4,224 4,640  

減価償却費 1,304 1,366  

持分法による投資損益 △6 0  

退職給付引当金の減少
額

△2 △170  

役員退職慰労引当金の
増減額

△7 43  

賞与引当金の増減額 21 △27  

役員賞与引当金の増加
額

－ 134  

貸倒引当金の増加額 24 29  

受取利息及び受取配当
金

△103 △142  

支払利息 164 191  

有形固定資産売却益 △7 △9  

有形固定資産除却損 11 5  

投資有価証券評価損 － 28  

その他特別損益 △377 △480  

売上債権の増加額 △1,054 △1,405  

たな卸資産の増減額 136 △294  

仕入債務の増加額 596 622  

その他資産の増減額 △49 △82  

その他負債の増減額 △96 183  

役員賞与の支払額 △133 △79  

小計 4,644 4,555 △88

利息及び配当金の受取
額

95 140  

利息の支払額 △157 △204  

法人税等の支払額 △1,672 △1,514  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

2,910 2,977 67
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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）

当連結会計年度　
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

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

△4,417 △2,017  

定期預金の払戻による
収入

4,716 2,766  

有形固定資産の取得に
よる支出

△1,932 △3,705  

有形固定資産の売却に
よる収入

74 13  

無形固定資産の取得に
よる支出

△102 △31  

投資有価証券の取得に
よる支出

△337 △19  

投資有価証券の売却に
よる収入

17 2  

その他の収支 △0 1  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,982 △2,990 △1,007
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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）

当連結会計年度　
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

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 540 3,811  

長期借入による収入 100 70  

長期借入金の返済によ
る支出

△127 △1,346  

社債の発行による収入 － 50  

社債の償還による支出 － △3,000  

自己株式の売却による
収入

4 －  

自己株式の取得による
支出

△2 △0  

少数株主の払込による
収入

572 224  

親会社による配当金の
支払額

△324 △324  

少数株主への配当金の
支払額

△557 △110  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

205 △625 △830

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

410 289 △120

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額

1,542 △347 △1,890

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

3,177 4,719 1,542

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

4,719 4,372 △347

㈱ティーアンドケイ東華（4636）　平成 19 年３月期決算短信

－ 17 －



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）

当連結会計年度　
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

会計処理基準に関する事項

重要な引当金の計上基準 ────── 役員賞与引当金

  当社及び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純利益は、

それぞれ134百万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。

 　なお、上記役員賞与引当金以外は、最近の有価証券報告書（平成18年6月29日提出）における記載から重要な変更がな

いため開示を省略します。
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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）

当連結会計年度
（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25,050百万

円であります。

　なお、当連結会計期間における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の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）

当連結会計年度　
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　「再投資税額還付金」は、前連結会計年度まで営業外収

益の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外収

益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記いたしまし

た。

　なお、前連結会計年度における「再投資税額還付金」の

金額は20百万円であります。　　

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

 ※１．　　　      ――――――――  

 

※１．連結会計期間末日満期手形

　　　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、次の連結会計期間末日満期手形が連結会計期間

末残高に含まれております。

 受取手形 318百万円

 支払手形 199百万円

※２．関連会社に対する主な資産は次のとおりであります。※２．関連会社に対する主な資産は次のとおりであります。

投資有価証券 218百万円

その他（出資金） 165百万円

投資有価証券 214百万円

その他（出資金） 160百万円

※３．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。

※３．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 1,005百万円 (1,005百万円)

構築物 10 ( 10 )

機械及び装置 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。

担保資産

土地 36百万円

合計 36

担保付債務

短期借入金 6百万円

一年以内返済予

定の長期借入金
4

合計 11

４．偶発債務 ４．偶発債務

　企業集団以外の会社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。

　債務保証 　債務保証

島勝夫

田中産業株式会社

4

1

その他２社 1

計 7

島勝夫 3

その他２社 0

計 4

※５．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。

※５．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 192

差引額 2,300

当座貸越極度額 7,497百万円

借入実行残高 3,894

差引額 3,603

６．受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　338百万円 ６．受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　392百万円
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※７．当社の発行済株式総数は、普通株式12,506,170株で

あります。

※７．　　　　　　――――――――  

※８．当社が保有する自己株式の数は、普通株式26,806株

であります。

※８．　　　　　　――――――――  
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度　
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

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

荷造運搬費 965百万円

役員報酬 359

給料 1,652

賞与手当 309

賞与引当金繰入額 207

役員賞与引当金繰入額 134

退職給付費用 89

役員退職慰労引当金繰入額 43

租税公課 148

減価償却費 263

試験研究費 347

※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。

建物 3百万円

機械及び装置 1

車両運搬具 1

工具器具備品 1

土地 1

計 9

機械及び装置 0百万円

車両運搬具 9

工具器具備品 0

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。

機械及び装置 0百万円

車両運搬具 1

工具器具及び備品 0

計 1

車両運搬具 0百万円

工具器具及び備品 0

計 0

※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 6百万円

構築物 5

機械及び装置 1

車両運搬具 1

工具器具及び備品 0

計 15

建物 13百万円

機械及び装置 0

車両運搬具 0

工具器具及び備品 2

計 17

※５．一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発

費

※５．一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発

費

936百万円 934百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（平成18年４月１日～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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
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 26,806 359 － 27,165

合計 26,806 359 － 27,165

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加359株は、単元未満株式の買取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

平成18年11月14日

取締役会
普通株式 162 13 平成18年９月30日 平成18年12月８日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　次のとおり、決議を予定しております。

（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19年６月27日

定時株主総会
普通株式 162 利益剰余金 13 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度　
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　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

　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18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

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

現金及び預金勘定 5,277百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △905

現金及び現金同等物 4,372
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

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

（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

（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)

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

 
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

688 236 452

工具器具及び
備品

106 35 70

ソフトウェア 223 129 94

合計 1,018 401 616

（2）未経過リース料期末残高相当額等 （2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 201百万円

１年超 383

合計 584

１年内 160百万円

１年超 484

合計 645

（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 246百万円

減価償却費相当額 224

支払利息相当額 22

支払リース料 244百万円

減価償却費相当額 221

支払利息相当額 23

（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

（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

２．オペレーティング・リース取引

１年内 1百万円

１年超 3

合計 4

２．オペレーティング・リース取引

１年内 1百万円

１年超 1

合計 2

（減損損失について） （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。 リース資産に配分された減損損失はありません。 
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（有価証券関係）

１．売買目的有価証券

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

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)
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)

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの

(1）株式 483 1,856 1,373 464 1,470 1,005

(2）債券

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 483 1,856 1,373 464 1,470 1,005

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの

(1）株式 62 43 △19 96 61 △35

(2）債券

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 62 43 △19 96 61 △35

合計 546 1,900 1,353 561 1,532 970

（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。
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４．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

５．時価評価されていない主な有価証券の内容

 前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

 連結貸借対照表計上額（百万円） 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 302 302

(2）その他有価証券

非上場株式 350 323

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

 
１年以内

（百万円）

１年超５年

以内

(百万円)

５年超10年

以内

(百万円)

10年超

（百万円）

１年以内

（百万円）

１年超５年

以内

(百万円)

５年超10年

以内

(百万円)

10年超

（百万円）

１．債券

(1) 国債・地方債等 2 0 － － 0 2 － －

(2) 社債 － － 300 － － － 300 －

(3) その他 － － － － － － － －

２．その他 － － － － － － － －

合計 2 0 300 － 0 2 300 －
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（デリバティブ取引関係）

　１．取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1) 取引に対する取組方針、取引の内容及び利用目的 (1) 取引に対する取組方針、取引の内容及び利用目的

　デリバティブ取引を行う場合には、実需に伴う取引に

限定し実施することとしており、売買益を目的とした投

機的な取引は一切行わない方針としております。

　現在、通貨関連では為替予約取引等、金利関連では借

入金の支払金利の軽減又はリスクヘッジを目的とした金

利スワップ取引に限定し実施することとしておりま

す。

　なお、デリバティブと取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

ヘッジ手段・・・為替予約、通貨オプション及び金

利スワップ

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

　金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っております。

　なお、期末日現在、為替予約は行っておりません。

　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。

　デリバティブ取引を行う場合には、実需に伴う取引に

限定し実施することとしており、売買益を目的とした投

機的な取引は一切行わない方針としております。

　現在、通貨関連では為替予約取引等、金利関連では借

入金の支払金利の軽減又はリスクヘッジを目的とした金

利スワップ取引に限定し実施することとしておりま

す。

　なお、デリバティブと取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

ヘッジ手段・・・為替予約、通貨オプション及び金

利スワップ

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

　金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っております。

　なお、期末日現在、為替予約、通貨オプション及び金

利スワップは行っておりません。

　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。

(2) 取引に係るリスクの内容 (2) 取引に係るリスクの内容

 デリバティブ取引は、為替予約取引等・金利スワッ

プ取引ともに相場変動による影響を軽減する目的で

行っており、これが経営に与えるリスクは限定的なも

のと判断しております。

　また、取引相手先の倒産等により契約不履行に陥る

信用リスクも有しておりますが、取引相手の信用度が

高いため、取引相手の契約不履行に陥る信用リスクは

ほとんどないと判断しております。

同左

(3) 取引に係るリスク管理体制 (3) 取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引は、社内規程に則って執行されてお

ります。社内規程では、デリバティブ取引の利用目的、

利用範囲、取引相手の選定基準、執行手続、リスク管理

の主管部署及び報告体制に関する規程が明記されており

ます。取引の実施に当たっては、取引方針等を取締役会

で審議したうえで、決定された範囲内で担当部長の決裁

により取引を実行しており、あわせて取引残高・損益状

況について取締役会に定期的に報告することとしており

ます。

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 (4) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクを示すものでありません。

同左

　２．取引の時価等に関する事項

　　　前連結会計年度（平成18年３月31日）及び当連結会計年度（平成19年３月31日）

　　　期末残高がないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、一定級以上の社員に対して支給される資格加算及び

中途採用加算以外の部分について、昭和49年10月１日から適格退職年金制度へ移行しております。

また、一部の海外子会社でも確定給付型の制度を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）

(1）退職給付債務           △4,002百万円         △4,172百万円

(2）年金資産 3,129 3,350

(3）未積立退職給付債務 △873 △822

(4）会計基準変更時差異の未処理額 － －

(5）未認識数理計算上の差異 △20 87

(6）未認識過去勤務債務（債務の減額） － －

(7）連結貸借対照表計上額純額 △893 △735

(8）前払年金費用 － －

(9）退職給付引当金 △893 △735

３．退職給付費用の内訳

 
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）

当連結会計年度　
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

退職給付費用       246百万円         215百万円

(1）勤務費用 173 204

(2）利息費用 91 96

(3）期待運用収益（減算） 82 109

(4）数理計算上の差異の費用処理額 63 23

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
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）

当連結会計年度　
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2）割引率（％） 2.5 2.5

(3）期待運用収益率（％） 3.5 3.5

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成13年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

・取締役３名（社外取締役を除く）

・参事、主席技師並びに主事、技師の資格を有する従業員

78名

ストック・オプション数

普通株式

・取締役に対し15,000株を上限とする。

・参事、主席技師並びに主事、技師の資格を有する従業員

に対し78,000株を上限とする。

付与日 平成13年８月３日

権利確定条件

・権利を付与された者は、当社の取締役及び従業員の地位

をいずれも喪失し退社した時は、権利行使をすることが

できない。

・権利を付与された者の死亡後６ヶ月間に限り、その者の

相続人は権利を行使することができる。

対象勤務期間 平成13年８月３日～平成15年６月30日

権利行使期間 ５年間（自平成15年７月１日　至平成20年６月30日）

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成13年ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末  

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 1,000

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 1,000

②　単価情報

平成13年ストック・オプション 

権利行使価格　　　　　　（円） 1,655

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －
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（税効果会計関係）

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）

当連結会計年度　
（自　平成18年４月１日
至　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

役員退職慰労引当金否認 187百万円

賞与引当金損金算入限度超過

額
205

未実現利益 91

未払事業税否認 57

退職給与引当金損金算入限度

超過額
303

投資有価証券評価損否認 12

ゴルフ会員権等評価損 16

その他 94

繰延税金資産小計 968

評価性引当額 64

繰延税金資産合計 904

繰延税金負債

中小企業投資準備金 16

その他有価証券評価差額金 549

土地圧縮積立金 27

その他 9

繰延税金負債合計 604

繰延税金資産の純額 300

繰延税金資産

役員退職慰労引当金否認 204百万円

賞与引当金損金算入限度超過

額
194

役員賞与引当金損金算入限度

超過額
44

未実現利益 90

未払事業税否認 34

退職給与引当金損金算入限度

超過額
280

貸倒引当金算入限度超過額 39

投資有価証券評価損否認 30

ゴルフ会員権等評価損 16

減価償却超過額 79

その他 88

繰延税金資産小計 1,103

評価性引当額 157

繰延税金資産合計 946

繰延税金負債

中小企業投資準備金 9

その他有価証券評価差額金 393

土地圧縮積立金 27

その他 10

繰延税金負債合計 441

繰延税金資産の純額 505

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。

流動資産－繰延税金資産 379百万円

固定資産－繰延税金資産 82百万円

固定負債－繰延税金負債 161百万円

流動資産－繰延税金資産 389百万円

固定資産－繰延税金資産 126百万円

固定負債－繰延税金負債 10百万円
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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）

当連結会計年度　
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.7％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△0.3％

住民税均等割等 0.4％

税額控除等 △6.1％

債権債務の消去に伴う税効果消

去
0.1％

本邦と海外との税率差異 △4.8％

連結子会社当期純損失 0.2％

持分法による投資利益 △0.1％

未実現損益 0.1％

評価性引当額 0.1％

その他 2.5％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
33.4％

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.6％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△0.3％

住民税均等割等 0.3％

税額控除等 △3.0％

本邦と海外との税率差異 △5.8％

連結子会社当期純損失 0.3％

評価性引当額 △2.9％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
29.1％

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

　インキ事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

ト資産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、記載を省略しております。

当連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

　インキ事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

ト資産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、記載を省略しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　最近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は、次のとおりであります。

前連結会計年度（平成17年４月１日～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）

Ⅰ　売上高及び営業損益

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

Ⅱ　資産 35,407 16,209 51,617 (7,392) 44,225

　（注）１．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。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、4,484百万円であり、その主なものは親会社で

の余資運用資金（現金及び預金）及び長期投資資金（投資有価証券）であります。

当連結会計年度（平成18年４月１日～平成19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）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 28,059 15,927 43,987 － 43,987

(2)セグメント間の内部売上高又は振替

高
3,172 684 3,857 (3,857) －

計 31,232 16,612 47,844 (3,857) 43,987

営業費用 27,557 14,997 42,554 (2,694) 39,859

営業利益 3,675 1,614 5,289 (1,162) 4,127

Ⅱ　資産 32,984 19,235 52,219 (4,587) 47,632

　（注）１．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1,274百万円であり、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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,014百万円であり、その主なものは親会社で

の余資運用資金（現金及び預金）及び長期投資資金（投資有価証券）であります。
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ｃ．海外売上高

　最近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。

  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

当連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

Ⅰ　海外売上高（百万円） 16,333 1,092 17,426

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 43,987

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
37.1 2.5 39.6

　（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。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

該当事項はありません。

（企業結合関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度　
（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 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

１株当たり純資産額 2,007.43円

１株当たり当期純利益金額 229.45円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額

229.45円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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）

当連結会計年度　
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 2,415 2,863

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) －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,289 2,863

期中平均株式数（株） 12,479,129 12,479,168

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） 465 227

（うち自己株式譲渡方式のストックオプ

ション）
(465) (227)

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めなかった

潜在株式の概要

－ －

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(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）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,967  886   

２．受取手形 ※1.5 3,492  3,864   

３．売掛金 ※５ 6,494  6,757   

４．商品 208  196   

５．製品 1,265  1,190   

６．半製品 338  354   

７．原材料 668  787   

８．仕掛品 86  103   

９．貯蔵品 5 6  

10．前渡金 18 11  

11．前払費用 39 40  

12．繰延税金資産 265 251  

13．関係会社短期貸付金 45 45  

14．未収入金 170 186  

15．その他 19 38  

貸倒引当金 △38 △27  

流動資産合計 15,049 45.0 14,693 43.0 △355
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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）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物 ※２ 8,392 8,576

減価償却累計額 4,964 3,428 5,254 3,321  

(2) 構築物 ※２ 787 829

減価償却累計額 555 232 589 240  

(3) 機械及び装置 ※２ 6,897 7,169

減価償却累計額 5,487 1,409 5,817 1,352  

(4) 車両運搬具 249 249

減価償却累計額 222 26 211 37  

(5) 工具器具及び備品 ※２ 1,394 1,420

減価償却累計額 1,076 318 1,137 282  

(6) 土地 ※２ 3,291 4,617  

(7) 建設仮勘定 98 －  

有形固定資産合計 8,805 26.3 9,852 28.8 1,047

２．無形固定資産

(1) 商標権 1 1  

(2) ソフトウェア 100 79  

(3) 電話加入権 9 9  

(4) 施設利用権 1 1  

無形固定資産合計 112 0.4 91 0.3 △20

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 2,481  2,091   

(2) 関係会社株式 1,634  1,634   

(3) 出資金 19 19  

(4) 関係会社出資金 1,552 1,777  

(5) 従業員長期貸付金 0 －  

(6) 関係会社長期貸付金 3,769 3,724  

(7) 破産・更生債権 0 9  

(8) 長期前払費用 12 35  

 (9) 繰延税金資産 99 275  

(10) 保険積立金 448 496  

(11) その他 141 142  

貸倒引当金 △684 △693  

投資その他の資産合計 9,475 28.3 9,512 27.9 37

固定資産合計 18,393 55.0 19,457 57.0 1,063

資産合計 33,442 100.0 34,150 100.0 708
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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）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形  1,183  1,684   

２．買掛金 5,443  5,496   

３．短期借入金 ※７ －  3,700   

４．一年以内返済予定の長
期借入金

※２ 1,140  －   

５．一年以内償還予定の社
債 

 3,000  －   

６．未払金 559  410   

７．未払費用 73 75  

８．未払法人税等 590 414  

９．未払消費税等 12 23  

10．前受金 0 2  

11．預り金 21 20  

12．賞与引当金 455 425  

13．役員賞与引当金 － 50  

14．その他 －  1   

流動負債合計 12,482 37.3 12,304 36.0 △177

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 30  －   

２．退職給付引当金 575  485   

３．役員退職慰労引当金 403  437   

固定負債合計 1,008 3.0 922 2.7 △86

負債合計 13,491 40.3 13,227 38.7 △263
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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）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※３ 2,060 6.2 － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 2,052 －

２．その他資本剰余金   

(1) 自己株式処分差益 6 －

資本剰余金合計 2,059 6.2 － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 137 －

２．任意積立金

(1）研究開発積立金 4,770 －

(2）固定資産圧縮積立金 40 －

(3）別途積立金 7,840 －

３．当期未処分利益 2,313 －

利益剰余金合計 15,101 45.1 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

775 2.3 － － －

Ⅴ　自己株式 ※４ △46 △0.1 － － －

資本合計 19,951 59.7 － － －

負債資本合計 33,442 100.0 － － －
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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）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金 ※３  － －  2,060 6.0 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   2,052    

(2）その他資本剰余金  －   6    

資本剰余金合計   － －  2,059 6.0 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   137    

(2）その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金  －   40    

研究開発積立金  －   5,590    

別途積立金  －   8,770    

繰越利益剰余金  －   1,760    

利益剰余金合計   － －  16,299 47.8 －

４．自己株式 ※４  － －  △47 △0.1 －

株主資本合計   － －  20,371 59.7 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額金   － －  551 1.6 －

評価・換算差額等合計   － －  551 1.6 －

純資産合計   － －  20,923 61.3 －

負債純資産合計   － －  34,150 100.0 －
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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) 

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高

１．製品売上高 23,087 23,649

２．商品売上高 4,725 27,813 100.0 5,240 28,889 100.0 1,076

Ⅱ　売上原価

期首製品たな卸高 1,162 1,265

当期製品製造原価 ※６ 17,302 17,826

他勘定振替高 ※１ 52 48

期末製品たな卸高 1,265 17,146 1,190 17,853  

期首商品たな卸高 197 208

当期商品仕入高 4,205 4,650

他勘定振替高 ※２ 3 3

期末商品たな卸高 208 4,191 196 4,660  

売上原価合計 21,337 76.7 22,513 77.9 1,175

売上総利益 6,475 23.3 6,376 22.1 △98

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※６

１．荷造運搬費 598 629

２．役員報酬 152 154

３．給料 1,029 1,069

４．賞与手当 208 197

５．法定福利費 200 210

６．賞与引当金繰入額 209 189

７．退職給付費用 98 79

８．役員賞与引当金 － 50

９．役員退職慰労引当金繰
入額

34 33

10．租税公課 97 106

11．減価償却費 116 140

12．試験研究費 346 343

13．リース料 257 261

14．その他 836 4,185 15.1 785 4,253 14.7 68

営業利益 2,290 8.2 2,123 7.4 △166
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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) 

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※３ 50 57

２．受取配当金 ※３ 650 195

３．受取賃貸料収入 ※３ 135 139

４．ロイヤリティ収入 3 4

５．その他 ※３ 224 1,064 3.8 108 505 1.7 △558

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 31 22

２．社債利息 32 15

３．減価償却費 ※３ 18 21

４．支払補償金 6 5

５．為替差損 － 5

６．その他 0 88 0.3 4 74 0.3 △14

経常利益 3,265 11.7 2,554 8.8 △711

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※４ － 1

２．貸倒引当金戻入益 13 13 0.1 0 2 0.0 △10

㈱ティーアンドケイ東華（4636）　平成 19 年３月期決算短信

－ 43 －



  
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) 

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※５ 8 15

２．投資有価証券評価損 － 28

３．貸倒引当金繰入額 1 －

４．過年度損益修正損 31 41 0.2 － 44 0.1 3

税引前当期純利益 3,237 11.6 2,512 8.7 △725

法人税、住民税及び事
業税

1,076 948

法人税等調整額 5 1,081 3.9 △8 940 3.3 △141

当期純利益 2,156 7.7 1,572 5.4 △583

前期繰越利益 319 －  

中間配当額 162 －  

当期未処分利益 2,313  －   
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 2,313

Ⅱ　利益処分額

１．配当金

162

(１株につき13円

00銭) 

２．役員賞与金 50

（うち監査役賞与金） (1)

３．任意積立金

(1)研究開発積立金 820

(2)別途積立金 930 1,963

Ⅲ　次期繰越利益 350
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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

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計 

研究開発
積立金

固定資産
圧縮

積立金 

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

2,060 2,052 6 2,059 137 4,770 40 7,840 2,313 15,101 △46 19,175

事業年度中の変動額

研究開発積立金の積立(注)      820   △820 －  －

別途積立金の積立(注)        930 △930 －  －

剰余金の配当(注)         △162 △162  △162

剰余金の配当(中間配当)         △162 △162  △162

役員賞与(注)         △50 △50  △50

当期純利益         1,572 1,572  1,572

自己株式の取得           △0 △0

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
（百万円）

－ － － － － 820 － 930 △552 1,197 △0 1,196

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,060 2,052 6 2,059 137 5,590 40 8,770 1,760 16,299 △47 20,371

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
 評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

775 775 19,951

事業年度中の変動額

研究開発積立金の積立(注)   －

別途積立金の積立(注)   －

剰余金の配当(注)   △162

剰余金の配当(中間配当)   △162

役員賞与(注)   △50

当期純利益   1,572

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△224 △224 △224

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△224 △224 972

平成19年３月31日　残高
（百万円）

551 551 20,923

 （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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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）

　当事業年度より、「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20,923百万

円であります。

　なお、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、財務諸表規則の改正に伴い、改正後の財務諸表規

則により作成しております。
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注記事項

（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．　　　      ――――――――  

 

※１．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

をもって決済処理をしております。なお、当会計期間

の末日は金融機関の休日であったため、次の会計期間

末日満期手形が期末残高に含まれております。

 受取手形 322百万円

 支払手形 196百万円

※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．　　　　　　―――――――― 

担保資産

建物 1,005百万円 (1,005百万円)

構築物 10 ( 10 )

機械及び装置 130 ( 130 )

工具器具及び備品 1 ( 1 )

土地 76 ( 76 )

合計 1,224 (1,224 )

担保付債務

一年以内返済予定

の長期借入金

1,040百万円 (1,040百万円)

長期借入金 30 ( 30 )

合計 1,070 (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。

※３．授権株式　　　　普通株式 30,000,000株

発行済株式総数　普通株式 12,506,170株

※３．　　　　　　―――――――― 

※４．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式26,806株

であります。

※４．　　　　　　―――――――― 

※５．関係会社に係る注記 ※５．関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

　区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

受取手形及び売掛金 634百万円 受取手形及び売掛金 705百万円
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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）

　６．偶発債務 　６．偶発債務

　下記会社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。

　なお、外貨建の円換算額は決算時の為替相場による

ものであります。

　下記会社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。

　なお、外貨建の円換算額は決算時の為替相場による

ものであります。

(1) 債務保証 (1) 債務保証

①　関係会社 ①　関係会社

富士化成工業株式会社 421百万円 富士化成工業株式会社 323百万円

②　取引先等 ②　取引先等

島勝夫 4百万円

田中産業株式会社 1

その他２社 1

計 7

島勝夫 3百万円

その他２社 0

計 4

(2) 保証予約 (2) 保証予約

関係会社 関係会社

東華(広州)油墨

有限公司
(1,850千米ドル) 217百万円

東華(広州)油墨

有限公司
(1,630千米ドル) 192百万円

※７．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

※７．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当事業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 1,850百万円

借入実行残高 －

差引額 1,850

当座貸越極度額 6,850百万円

借入実行残高 3,700

差引額 3,150

　８．配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は775百万円で

あります。

　８．　　　　　　――――――――
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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．製品の他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。※１．製品の他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費

見本品費 37百万円

試験研究費 13

消耗品費 1

荷造運送費 0

計 52 

見本品費 36百万円

試験研究費 7

消耗品費 3

計 48 

※２．商品の他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。※２．商品の他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 

見本品費 2百万円

試験研究費 0

計 3 

販売費及び一般管理費 

見本品費 2百万円

試験研究費 0

消耗品費 0

計 3 

※３．関係会社に係る注記

　各科目に含まれている関係会社に対するものは次の

とおりであります。

※３．関係会社に係る注記

　各科目に含まれている関係会社に対するものは次の

とおりであります。

受取利息 48百万円

受取配当金 625

受取賃貸料収入 131

受取利息 46百万円

受取配当金 168

受取賃貸料収入 135

技術援助料 94

減価償却費 21

※４．　　　　   ───────── ※４．固定資産売却益

車両運搬具 1百万円

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 6百万円

機械及び装置 1

車両運搬具 0

工具器具及び備品 0

計 8

建物 12百万円

機械及び装置 0

車両運搬具 0

工具器具及び備品 2

計 15

※６．研究開発費の総額 ※６．研究開発費の総額

一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発

費

一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発

費

772百万円 762百万円

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

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）

普通株式 26,806 359 － 27,165

合計 26,806 359 － 27,165

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加359株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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（リース取引関係）

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．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

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

（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

（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)

期末残高
相当額
(百万円)

機械及び装置 521 181 339

車両運搬具 23 13 9

工具器具及び
備品

155 111 43

ソフトウェア 551 386 165

合計 1,251 694 556

 
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)

機械及び装置 668 223 445

車両運搬具 20 13 7

工具器具及び
備品

99 32 66

ソフトウェア 223 129 93

合計 1,011 398 612

（2）未経過リース料期末残高相当額等 （2）未経過リース料期末残高相当額等

１年内 200百万円

１年超 383

合計 583

１年内 158百万円

１年超 482

合計 641

（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 245百万円

減価償却費相当額 223

支払利息相当額 22

支払リース料 241百万円

減価償却費相当額 219

支払利息相当額 23

（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

（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

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 1百万円

１年超 2

合計 3

１年内 1百万円

１年超 1

合計 2

（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） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（有価証券関係）

前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月

31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

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．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

役員退職慰労引当金否認 163百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 184

未払事業税否認 54

退職給与引当金損金算入限度超過

額
233

一括償却資産損金不算入 4

貸倒引当金算入限度超過額 245

未払事業所税否認 0

社会保険未払計上否認 20

投資有価証券評価損否認 10

ゴルフ会員権等評価損 16

　減価償却超過額 48

繰延税金資産小計 984

評価性引当額 61

繰延税金資産合計 923

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 530

土地圧縮積立金 27

繰延税金負債合計 558

繰延税金資産の純額 365

繰延税金資産

役員退職慰労引当金否認 177百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 172

役員賞与引当金損金算入限度超過

額
20

未払事業税否認 32

退職給与引当金損金算入限度超過

額
197

一括償却資産損金不算入 3

貸倒引当金算入限度超過額 264

未払事業所税否認 0

社会保険未払計上否認 21

投資有価証券評価損否認 22

ゴルフ会員権等評価損 16

　減価償却超過額 78

繰延税金資産小計 1,007

評価性引当額 75

繰延税金資産合計 932

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 377

土地圧縮積立金 27

繰延税金負債合計 405

繰延税金資産の純額 527

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率

（調整）

40.6％

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目
0.8％

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目
△0.4％

税額控除 △7.6％

住民税均等割等 0.4％

その他 △0.4％

合計 33.4％

法定実効税率

（調整）

40.6％

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目
0.9％

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目
△0.5％

税額控除 △5.0％

住民税均等割等 0.6％

その他 0.8％

合計 37.4％
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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 1,594.65円

１株当たり当期純利益金額 168.71円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額

168.71円

１株当たり純資産額 1,676.69円

１株当たり当期純利益金額 126.00円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額

126.00円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 2,156 1,572

普通株主に帰属しない金額（百万円） 50 －

（うち役員賞与） (50) －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,105 1,572

期中平均株式数（株） 12,479,129 12,479,395

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） 465 227

（うち自己株式譲渡方式のストックオプ

ション）
(465) (227)

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めなかった

潜在株式の概要

－ －

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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６．その他
代表取締役等の異動

（1）代表取締役の異動

　　　代表取締役会長　増田亮三（現　代表取締役社長）

　　　代表取締役社長　増田至克（現　常務取締役管理本部本部長）

（2）その他の役員の異動

　・昇任取締役候補

常務取締役営業本部長　 栫正廣（現　取締役営業本部副本部長）

常務取締役技術本部長　　

兼技術本部グループ長

小林政直（現　取締役技術本部チーフリーダー）

　・新任取締役候補

取締役技術本部副本部長

兼技術本部グループ長　

山中俊雅（現　技術本部グループ長）

取締役生産部部長 吉村彰（現　生産部部長） 

取締役財務部部長 北條実（現　財務部部長）

　・退任予定取締役

専務取締役　 長井一成（非常勤顧問　就任予定）

常務取締役技術本部長 池田康司（常勤顧問　就任予定） 

常務取締役営業本部長　 畠山一成（常勤顧問　就任予定）

（3）就任予定日

　　 平成19年６月27日
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