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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 243,650 9.0 4,245 7.2 4,342 7.4 2,012 △41.7

18年９月中間期 223,517 11.9 3,961 17.4 4,041 1.5 3,452 4.9

19年３月期 466,096 10.1 7,605 20.0 7,325 △3.3 4,570 △1.5

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 31 04 30 77

18年９月中間期 55 20 54 97

19年３月期 72 76 72 19

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 △29百万円 18年９月中間期 △51百万円 19年３月期 △201百万円

(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９月中間期 291,239 84,256 28.5 1,275 85

18年９月中間期 282,453 82,466 28.8 1,301 75

19年３月期 287,808 83,891 28.7 1,276 44

（参考）自己資本 19年９月中間期 83,044百万円 18年９月中間期 81,429百万円 19年３月期 82,730百万円

(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９月中間期 2,492 △493 △1,320 7,256

18年９月中間期 6,671 △1,024 △2,640 8,829

19年３月期 △1,150 △3,132 4,377 6,311

２．配当の状況

１株当たり配当金

（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

19年３月期 － 6 00 － 6 00 12 00

20年３月期 － 5 00 － －

20年３月期（予想） － － － 5 00 10 00

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 490,000 5.1 8,400 10.4 7,800 6.5 3,100 △32.2 47 63
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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）中間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（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、21ページ「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．会計処理基準に関する事項

　４）固定資産の減価償却の方法　(1）有形固定資産　（会計処理方法の変更）」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９月中間期 65,159,227株 18年９月中間期 62,623,447株 19年３月期 64,883,307株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 69,913株 18年９月中間期 69,611株 19年３月期 69,923株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 160,579 3.1 2,186 9.7 2,463 7.0 674 △58.9

18年９月中間期 155,715 8.6 1,993 54.7 2,301 17.7 1,641 △85.3

19年３月期 309,657 6.6 3,704 39.6 4,135 12.9 814 △92.3

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 10 40

18年９月中間期 26 24

19年３月期 12 96

(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９月中間期 211,744 67,040 31.6 1,029 07

18年９月中間期 215,663 72,810 33.7 1,162 34

19年３月期 209,535 70,480 33.6 1,086 46

（参考）自己資本 19年９月中間期 66,982百万円 18年９月中間期 72,710百万円 19年３月期 70,418百万円

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 320,000 3.3 3,800 2.6 4,900 18.5 1,600 96.5 24 67

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．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場合があります。なお、業績予想に関する事項は添付資料６ページを参

照ください。

２．平成19年10月23日に公表しました平成20年３月期の通期業績予想は、本資料において連結・単体ともに営業利

益を修正しております。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　当中間期の概況

　当中間期の日本経済は企業収益が改善する中、景気拡大が続き、アジアや欧州経済も順調に推移しました。米国

は緩やかな成長を遂げたものの、住宅建設の減少や金融資本市場の混乱から一部に新たな不透明感も生じました。

　こうした中、液晶関連を中心とした情報電子事業やＡＶ、ＯＡ、家電向けや自動車関連を中心とした合成樹脂事

業が好調に推移したことなどから、連結ベースの売上高は対前年同期比9.0％増の2,436億円となり、営業利益は

7.2％増の42億4千5百万円となりました。経常利益は対前年同期比7.4％増の43億4千2百万円となりました。一方中

間純利益は対前年同期比41.7％減の20億1千2百万円となりました。これは、2006年度中間期に連結子会社で固定資

産売却益が計上されたのに対し、当中間期では連結子会社で一部の取引先への会計手当を実施したことによるもの

です。

②　部門別の概況

　当期の各事業部門別の売上高は次のとおりであります。

事業部門 売上高（億円） 前期比（％）

情報電子 877 116.6

住環境 125 103.3

化学品 379 101.7

合成樹脂 911 113.4

食品 121 83.2

その他 20 54.3

合計 2,436 109.0

　各事業部門別の概況は次のとおりであります。なお、海外事業については、《海外事業の状況》にまとめて記載

しております。

《情報電子部門》

　当部門の売上高は、対前年同期比125億円増加し、877億円となりました。

  情報電子分野はフラットパネルディスプレー（ＦＰＤ）関連、中でも液晶関連商品が引き続き伸長しました。た

だ製品価格下落の影響を受け、ＦＰＤ関連部材の価格低減要求が厳しさを増しました。

　複写機関連では、カラー機の伸長により引き続き周辺部材が好調でした。インクジェット・プリンター関連は比

較的堅調でした。今後は産業用への取り組みに注力します。

　電子部品・電子材料関連は総じて順調に推移する中、電子部品用ＰＥＴフィルムが大幅に増加しました。

　装置関連は、ＦＰＤ向け大型装置の検収が遅れたことや、レーザー関連機器等も投資が先送りされたことなどか

ら減少しました。

　半導体材料は、反射防止膜が順調に伸長した反面、主力のマスクブランクスは横ばいでした。

《住環境部門》

　当部門の売上高は、対前年同期比4億円増加し、125億円となりました。

　住環境分野は、住宅市場の低迷や耐震偽装対策を受け、確認申請が厳格化したことから住宅着工が急減したもの

の、当社では個別テーマの進展もあり堅調でした。    

　住宅・産業資材は、大手ハウスメーカー向けは苦戦しましたが、集合住宅向けは順調に推移し、また注力商品で

ある住宅水廻り機器・スチール階段・住宅断熱材等は増加しました。              

　木材は不法伐採の取り締まり強化や、中東・中国の好景気などを背景に供給不足となりました。こうした中、主

力の欧州材の中長期契約により安定供給に努めたことなどから微増となりました。

　新たに立ち上げた住宅建築・販売ビジネスは、徐々に実績が出来つつあり、今後、事業として着実に育ててまい

ります。
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《化学品部門》

　当部門の売上高は、対前年同期比6億円増加し、379億円となりました。

　化学品分野は概ね順調でした。

　機能化学品では樹脂原料・樹脂添加剤が伸長したほか、自動車関連向けのアラミド繊維、シリコーン樹脂も輸出

を中心に堅調でした。特に国内外で商品の開発、高付加価値化に注力しました。

　塗料、製紙薬剤関連は横ばいでした。

　ライフサイエンス関連では、既存顧客への対応の一層の充実に努めながら、新しいビジネスの開発を積極的に行

いました。中でも新規に始めた医薬品の製剤用原料が好調でした。さらに医薬中間体、ジェネリック原体を軸とし

たビジネス拡大、および国内外のグループ会社との連携強化を図りました。生活関連商品は、殺虫剤分野は減少し

たものの、全体としては横ばいとなりました。今後はホームプロダクツ製品、医薬部外品などの分野において様々

なテーマを提案してまいります。

　グループ会社の稲畑ファインテックは、電子材料や染料事業を中心に順調に推移しました。また調剤薬局を展開

しているアイケイファーマシーは好調でした。

《合成樹脂部門》

  当部門の売上高は、対前年同期比107億円増加し、911億円となりました。

　合成樹脂分野は依然、原油高・ナフサ高が続き、原料は値上がり傾向でした。内需は力強さには欠けたものの、

上期は好調に推移しました。

　国内の高機能樹脂は、顧客の海外への生産移管が予想以上に進んだことから苦戦しましたが、自動車関係を中心

とした新規案件は順調に立ち上がりました。

　高機能樹脂の海外向け輸出は、タイ、中国向けが好調でした。特に自動車用ＡＢＳやコネクター用スーパーエン

プラが伸長しました。

　一般フィルム製品・機能フィルム製品は、利益重視の販売に重点を置いたものの、内需の不振を受け低調でし

た。

　シート製品関連は、ファーストフード向け容器を中心とした取り組み先とのテーマがさらに拡大し、大幅に伸長

しました。また新たにスポーツ資材チームを立ち上げ、素材から製品まで、当社のネットワークを活用してビジネ

ス拡大を図りました。

　今後も新しいマーケットや商品開発に積極的に取り組みます。

《食品部門》

　当部門の売上高は、対前年同期比24億円減少し、121億円となりました。

　輸入食材は価格が上昇基調だった上、国内販売においては競争の激化から価格転嫁が難しく、厳しい展開となり

ました。

　水産物は、主力のエビが横ばいでしたが、サーモンは堅調でした。今後ともグループ会社の加工物流機能を生か

した販売を強化し、すし商材などの拡販に努めます。

　農産物は、ブルーベリーが売上は伸びたものの、利益面では苦戦しました。チューハイ向けなどの果汁も微減と

なったほか、国産果実は横ばいでした。今後はブルーベリーを中心とする冷凍フルーツの用途の多様化に努め、ジャ

ム、ヨーグルト、ゼリー、冷凍パック品、ジューススタンド向けの拡販に注力します。さらに北米・南米の産地開

拓を図り、商材の多様化を図ります。

　畜産物は米国産牛肉を中心に外食産業向けの販売に注力しましたが、消費者の国産志向が強い中、苦戦しました。

稲畑産業㈱ (8098) 平成 20 年３月期 中間決算短信

－ 4 －



《海外事業の状況》

　海外事業の状況はリージョン（地域）別に次のとおりであります。

【東南アジア】

　東南アジアでは、成長を続ける好調な域内経済に支えられ総じて好調でした。当社グループの樹脂加工会社も合

理化の推進により上向きに推移しました。

　シンガポールではＯＡ向け高機能樹脂、インク、電子部品材料が伸長し、インド向け樹脂の輸出も順調に推移し

ました。

　マレーシアでは、高機能樹脂の販売に注力し、順調でした。

　タイでは、自動車関連、エアコンなどの家電製品の輸出が好調だったことから当社の合成樹脂販売も順調でした。

当社グループのタイでの自動車関連向け樹脂原料、部品、化学品の売上げは全体の約40％となりました。現地資本

との共同プロジェクトの工業用ニトロセルロース（硝化綿）の工場建設も順調に推移しており、2008年の稼動を予

定しています。

　フィリピンは、ＯＡや家電企業の減産により苦戦しました。

　インドネシアは、主力販売先であるＯＡや二輪・四輪企業の減産も一段落し、上向きに推移してきました。４月

にはスラバヤに事務所を開設しました。

　ベトナムは、顧客の生産調整を受け予想を下回る結果となったものの、基調としては概ね順調に推移しています。

【北東アジア】

　北東アジアは、前期の流れを引き継ぎＡＶ、ＯＡ、家電向け合成樹脂販売が堅調だったほか、情報電子分野では

液晶関連商品が大幅に伸長した結果、好調に推移しました。

　台湾では、特に液晶関連商品を中心に好調でした。今後は大手顧客の中国進出によるビジネス拡大を見込んでお

り、当社グループの中国各拠点と密接に連携して対応してまいります。

　香港・華南では自動車産業の急速な拡大に加え、ＯＡ機器関連材料、ＩＴ関連材料・装置などのビジネスの成長

が見込まれています。従来からの樹脂コンパウンド事業の増強に加え、商社機能としての物流、財務、営業などの

サポート強化を図りました。

　華東では、包材を含む合成樹脂関連、電子材料や液晶関連商品、染料、化学品の売上が好調でした。

　華北では、大連での樹脂コンパウンド事業を中心としながら、合成樹脂に加え化学品、機械設備などの保税販売、

周辺地域の開拓にも注力しました。

　今後に向け、広州、天津の現地法人での人民元販売の更なる拡大に取り組んでいます。

　韓国では液晶関連ビジネスを中心に極めて順調に推移しました。

【米州】

  米州は、個々には順調な展開もみられたものの、グループ会社の経営の見直しなどから厳しい状況となりまし

た。

　部門別では、食品関連は日本向け冷凍ブルーベリーの輸出が好調でした。半導体・ＩＴ関連は堅調に推移しまし

た。合成樹脂は主力のリアプロジェクションＴＶ向けが大幅に減少しました。

　一方、近年成長著しい薄型テレビ関連では、メキシコでの部品生産へ向けた取り組みを行いました。また、アル

ゼンチンで北米向けブルーベリー事業への投資を行いました。今後も有望な分野への投資には積極的に取り組んで

まいります。

　グループ会社では、すし食材などの輸入販売を手がけるDNI Groupが米国での日本食ブームに支えられて好調で

した。

【欧州】

  欧州は、個々のテーマは概ね順調だったものの、一部製造子会社の不振によりトータルでは厳しい結果となりま

した。

　フランスでは、Pharmasyntheseの医薬関連ビジネスが引き続き好調でした。

　ベルギーでは、主力ビジネスである工業用フィルターの販売が、引き続き堅調に推移しました。

　イギリスでは、拠点をロンドンからテルフォードに移しました。ニトロセルロースの製造子会社である

Nobel Enterprises は、原料高・製品安を受け、厳しい展開となりました。

　ポーランドでは、新たに開設したInabata Poland が順調に立ち上がり、液晶部材を中心とする現地での販売活

動を開始しました。
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③　通期の見通し

　日本経済は金利の上昇、原料価格の高騰の影響はあるものの引き続き企業収益の改善などに伴い景気が拡大し、

中国をはじめとするアジア諸国が高い成長率を維持する中、当社グループは引き続き情報電子、住環境、化学品、

合成樹脂、食品の重点分野を中心に積極的かつグローバルな事業展開を進めて参ります。

　これらより当社の平成20年３月期の連結業績の見通しは、売上高が4,900億円、営業利益が84億円、経常利益が

78億円となり、当期純利益は31億円となる見込みであります。

（連結業績見通し）

　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

  平成20年３月期通期見通し 平成19年３月期通期実績

 売上高 490,000 466,096

 営業利益 8,400 7,605

 経常利益 7,800 7,325

 当期純利益 3,100 4,570

（参考）

（単体業績見通し）

　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 平成20年３月期通期見通し 平成19年３月期通期実績

 売上高 320,000 309,657

 営業利益 3,800 3,704

 経常利益 4,900 4,135

 当期純利益 1,600 814

　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および合理的であ

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。

(2）財政状態に関する分析

　当中間連結会計期間末における資産合計は2,912億3千9百万円と前連結会計年度末に比べて34億3千万円増加しまし

た。

　流動資産の増加97億2千5百万円は、主に受取手形及び売掛金の増加によるものであります。

　固定資産の減少62億9千5百万円は、主に株価の下落により時価評価した投資有価証券の計上額の減少によるもので

あります。

　流動負債の増加102億1千7百万円は、主に支払手形及び買掛金、短期借入金の増加によるものであります。

　固定負債の減少71億5千1百万円は、主に長期借入金の返済による減少及び繰延税金負債の減少によるものでありま

す。

　純資産は前連結会計年度に比し3億6千4百万円増加しました。これは主に、中間純利益により利益剰余金が増加した

ものの、その他有価証券評価差額金が減少したことによるものであります。

（キャッシュ・フロー）

（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た資金は24億9千2百万円となりました。これは、主に税金等調

整前中間純利益の計上、仕入債務の増加額及び法人税等の還付金収入が売上債権の増加額及び棚卸資産の増加額を上

回ったことによるものです。

　当中間連結会計期間において得られた資金は、前中間連結会計期間に比し41億7千9百万円減少しました。

（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た資金は、4億9千3百万円となりました。これは主に、投資有価

証券の取得による支出があったためであります。

　当中間連結会計期間において使用した資金は、前中間連結会計期間に比し5億3千万円減少しました。

（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、13億2千万円となりました。これは主に、短期借入金

の返済による支出があったためであります。

　当中間連結会計期間において使用した資金は、前中間連結会計期間に比し、13億2千万円減少しました。
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　なお、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
９月中間期

平成18年
３月期

平成18年
９月中間期

平成19年
３月期

平成19年
９月中間期

自己資本比率（％） 24.2 29.1 28.8 28.7 28.5

時価ベースの自己資本比率（％） 33.2 24.8 19.4 21.3 16.8

債務償還年数（年） － － 4.8 － 14.4

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ
－ － 7.1 － 2.2

※自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／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

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、中間連結会計期間末（期末）株価終値×中間連結会計期間末（期末）発行済株式総数により計

算しております。

３．営業キャッシュ・フローは中間連結キャッシュ・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。有利子負債には、長期及び短期借入金を含めております。また、利払いについては、中間連結会計期

間連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

４．債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。

 ５．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスの年度

及び期間は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の配当

　当社は、株主に対する利益還元を最重要政策の一つと考えており、安定性に配慮しつつも、業績への連動性をより

高めるため以下の配当政策を実施しております。

①事業収益やキャッシュ・フローの状況等を勘案し、連結純利益の15％～20％程度を配当の当面の目安とし、あわせ

　て今後の企業価値向上に向けての中長期的な投資額などを考慮し、総合的な判断により決定いたします。

②利益水準に関わらず、安定配当部分として、原則として１株あたり最低限年間６円の配当金を維持するよう努めま

　す。

　なお、中間配当につきましては、１株５円とさせていただきたく存じます。

(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価及び財務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ま

す。

  なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものであり

ます。

①　為替の変動リスク

　当社グループは、海外の事業展開における製品、原材料の生産と販売活動及び貿易活動における外貨建取引等に

伴う為替レート変動の影響を受ける可能性があります。

　また、各地域における売上、費用、資産を含む現地通貨建ての項目は、連結財務諸表の作成のために円換算され

ており、換算時の為替レートにより、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。

②　海外活動に潜在するリスク

　当社グループの海外における生産及び販売活動は、東南アジアや北東アジア、北米、欧州と多数の地域におよび

ますが、これらの海外市場への事業進出には、予期しない法律または規制の変更、不利な政治または経済要因、人

材の採用と確保の難しさ、未整備の技術インフラ、潜在的に不利な税制の影響、その他の要因による社会的混乱な

どのリスクが内在しております。

稲畑産業㈱ (8098) 平成 20 年３月期 中間決算短信

－ 7 －



③　商品市場の変動リスク

　当社グループが取り扱う、情報電子材料、建材、ケミカル、合成樹脂、食品の多くは商品相場の変動に影響を受

けます。そのため市況の変動への弾力的な対応ができなかった場合、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及

ぼす可能性が生じることになります。

④　取引先の信用リスク

　当社グループ事業は国内外の多数の取引先に対して信用を供与しております。当社グループにおいては海外取引

先も含めたグローバルな与信管理を行ってはおりますが、必ずしも全額の回収が行われる保証はありません。従い

まして、販売先の不測の倒産・民事再生手続等により貸倒損失や貸倒引当金の計上を通して、当社グループの業績

及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤　事業投資に係るリスク

　当社グループでは、事業展開をするにあたり、合弁・ジョイントベンチャーなど実際に出資を行い、持分を取得

するケースが多々ありますが、特に連結対象となる関係会社に対する投資については当該グループ会社の財政状態

及び経営成績の動向により、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑥　保有有価証券の時価下落に係るリスク

　当社グループではビジネス戦略上多数の会社の株式等に出資または投資しております。株式市場の動向悪化、ま

たは出資先の財政状態の悪化により、保有有価証券の減損リスクがあります。

⑦　退職給付債務の変動リスク

　当社グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資金の期待運

用収益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、

その影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認識される費用及び

計上される債務に影響を及ぼします。また、年金資産には退職給付信託として上場有価証券を信託しているため株

価の変動の影響を受けやすく、近年の割引率の低下及び年金資産運用の結果による損益のブレにより当社グループ

の年金費用は増減しております。株価の下落、一層の割引率の低下や年金資産運用利回りの悪化は当社グループの

業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑧　法規制に係るリスク

　当社グループは、事業展開する各国において、事業・投資の許可、国家安全保障またはその他の理由による輸出

制限、関税をはじめとするその他輸出入規制等、様々な政府規制の適用を受けております。これらの制限を遵守で

きなかった場合は、コストの増加につながる可能性があります。従いまして、これらの規制は当社グループの業績

と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、子会社64社及び関連会社40社、その他関係会社１社で構成され、情報電子、住環境、化学

品、合成樹脂、食品その他の各分野における商品の販売及び製造を主な内容とした事業活動を展開しております。主な

会社につきましては、以下のとおりであります。

事業の区分・内容 国内 海外

情報電子

㈱しなのエレクトロニクス

武蔵野ファインガラス㈱

アルバック成膜㈱

 

 －

住環境   －  －

化学品

エレメンティスジャパン㈱

アイケイファーマシー㈱

HI-TECH RUBBER PRODUCTS CO., LTD.

NOBEL ENTERPRISES LTD.

PHARMASYNTHESE S.A.

合成樹脂

オルディ㈱

関西高分子工業㈱

エヌ・アイ・シー㈱

太洋プラスチックス㈱

アイ・アンド・ピー㈱

SANYO-IK COLOR (PTE.) LTD.

SIK COLOR (M) SDN.BHD.

SIK (THAILAND) LTD.

PT. S-IK INDONESIA

S-IK COLOR PHILIPPINES, INC.

SANYO-IK COLOR (H.K.) LTD.

APPLE FILM CO., LTD.

SIK VIETNAM CO., LTD.

食品
㈱大和食業、㈱一光園

ヒガシマルインターナショナル㈱

DNI GROUP,LLC

 

各種商品の輸出入、販売

稲畑ファインテック㈱ SHANGHAI INABATA TRADING CO.,LTD.

TAIWAN INABATA SANGYO CO., LTD.

INABATA SINGAPORE (PTE.) LTD.

INABATA THAI CO., LTD.

PT. INABATA INDONESIA

INABATA PHILIPPINES, INC.

INABATA SANGYO (H.K.) LIMITED

INABATA MALAYSIA SDN. BHD.

INABATA AMERICA CORPORATION

INABATA EUROPE S.A.

INABATA FRANCE S.A.S.

INABATA UK LIMITED

その他 アイケイリースアンドインシュアランス㈱ －

　（注）　上記事業の区分は、事業の種類別セグメント情報における事業区分と区分内容は同じであります。ただし、一

部の関係会社については取扱商品が多岐にわたるため区分表示しておりませんが、事業の種類別セグメント情

報では各セグメント別に振り分けております。
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３．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社は、人を愛し敬うことを基本精神とし、株主、取引先や社員に加え、当社の企業活動を支えるすべてのステー

クホルダーにとって常に「Good　Company」であり続けることを経営理念に、高度の専門性と複合機能に基づく迅速な

ソリューションの提供を目指しております。

  当社は顧客満足度の向上のため、2000年４月にISO14001、2005年４月にISO9001の認証を取得いたしました。より効

率のよい、有効性のある運用を図るため、2005年11月にISO14001とISO9001のマネジメントシステムの統合を図り、そ

の維持・管理に努めております。

  また、顧客満足度の向上に加え、リスクマネジメント力の強化、業務の効率化を飛躍的に図るべく、当社のすべて

の業務プロセスを抜本的に見直し、再設計するＢＰＲ(Business Process Reengineering)活動にも全社をあげて取り

組んでおります。

  さらに、2006年５月９日開催の取締役会において、2006年５月１日施行の会社法に基づき、会社の業務の適正を確

保するための体制、いわゆる内部統制システムの体制整備の基本方針について決議いたしました。

　今後はＢＰＲ活動の立上げ、会社法のみならず金融商品取引法の中で制度化された内部統制報告制度にも対応した

内部統制システムの構築・維持・向上を通じて、すべてのステークホルダーの満足度を向上させ、社会的責任を全う

すべく行動してまいります。

(2）中期的な経営戦略と対処すべき課題

　今後当社といたしましては、シナジー効果の実現に重点を置いた新規事業への投資および既存事業の再構築を推進

し、資金効率の更なる向上を図り、企業価値の継続的増大に努めたいと考えております。

　当社は具体的には以下の取り組みを行っております。

1.　企画力の強化による機能・特色の向上

2.　有望なアライアンス締結の促進と自社企画プロジェクトの拡充を通し、日本を含む5つの地域での連結運営

の強化

3.　シナジー効果の実現に重点を置いた事業の再構築

4.　資金効率の更なる向上と財務体質の強化

5.　連結ベースの業績に連動した配当の実施による株主への還元

6.　多様性の尊重と国籍、性別、年齢、入社時期に左右されない機会均等な企業風土の構築と人材の活性化

7.　コンプライアンスの徹底、内部統制の構築とＩＳＯの精神に基づく継続的改善

　当社としましては、こうした取り組みにより、2009年度には中期目標である100億円の連結営業利益を達成したいと

考えております。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 223,517 100.0 243,650 100.0 20,132 466,096 100.0

Ⅱ　売上原価 208,020 93.1 227,448 93.4 19,428 435,171 93.4

売上総利益 15,496 6.9 16,201 6.6 704 30,924 6.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 11,534 5.1 11,955 4.9 420 23,318 5.0

営業利益 3,961 1.8 4,245 1.7 283 7,605 1.6

Ⅳ　営業外収益

(1）受取利息 198 298 100 589

(2）受取配当金 469 517 48 805

(3) 還付金収入 54 － △54 －

(4）為替差益 － 22 22 －

(5）雑益 672 1,394 0.6 852 1,690 0.8 179 1,559 2,954 0.6

Ⅴ　営業外費用

(1）支払利息 905 1,143 237 2,023

(2）為替差損 62 － △62 22

(3）持分法による投資損失 51 29 △21 201

(4）雑損 295 1,315 0.6 421 1,594 0.7 126 987 3,234 0.6

経常利益 4,041 1.8 4,342 1.8 300 7,325 1.6

Ⅵ　特別利益

(1）固定資産売却益 782 183 △599 914

(2）貸倒引当金戻入益 291 － △291 297

(3）受取損害賠償金 － － － 264

(4）投資有価証券売却益 131 1,205 0.5 － 183 0.1 △131 131 1,607 0.3

Ⅶ　特別損失

(1）リース資産償却額 － 161 161 350

(2）貸倒引当金繰入額 － 133 133 394

(3）火災損失 － 123 123 －

(4）事業整理損失 － － － 314

(5）持分法による投資消去
差額一括償却額

－ － － 285

(6）ゴルフ会員権評価損 － － － － 418 0.2 － 121 1,465 0.3

税金等調整前中間(当
期)純利益

5,247 2.3 4,106 1.7 △1,140 7,467 1.6

法人税、住民税及び事
業税

523 1,989 1,465 1,686

法人税等調整額 1,228 1,752 0.8 24 2,013 0.9 △1,204 1,110 2,797 0.6

少数株主利益 41 0.0 80 0.0 38 99 0.0

中間（当期）純利益 3,452 1.5 2,012 0.8 △1,439 4,570 1.0
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(2) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 9,354 7,284 △2,070 6,981

２．受取手形及び売掛金 135,851 148,922 13,070 141,907

３．棚卸資産 26,181 33,201 7,020 29,458

４．その他 9,032 10,650 1,617 11,498

貸倒引当金 △824 △812 11 △325

流動資産合計 179,595 63.6 199,245 68.4 19,650 189,519 65.8

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 18,667  15,655  △3,012 16,615  

２．無形固定資産 3,948  3,503  △444 3,439  

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 75,843 67,575 △8,268 72,043

(2）その他 6,393 7,870 1,477 9,097

貸倒引当金 △1,994 80,242  △2,610 72,835  △615 △2,907 78,233  

固定資産合計 102,857 36.4 91,993 31.6 △10,864 98,288 34.2

資産合計 282,453 100.0 291,239 100.0 8,786 287,808 100.0

        

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 101,460 105,431 3,970 101,169

２．短期借入金 48,761 60,970 12,209 55,506

３．賞与引当金 876 1,016 139 937

４．その他 7,513 7,993 479 7,580

流動負債合計 158,612 56.2 175,411 60.2 16,798 165,193 57.4

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 15,547 10,921 △4,625 15,643

２．退職給付引当金 1,390 1,068 △321 1,162

３．役員退職慰労引当金 12 11 △0 20

４．負ののれん 273 441 168 510

５．繰延税金負債 22,356 17,218 △5,137 19,576

６．その他 1,794 1,909 114 1,810

固定負債合計 41,374 14.6 31,571 10.9 △9,802 38,722 13.5

負債合計 199,987 70.8 206,983 71.1 6,995 203,916 70.9
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金 8,292 2.9 9,364 3.2 1,071 9,262 3.2

２．資本剰余金 6,638 2.4 7,708 2.6 1,070 7,606 2.6

３．利益剰余金 33,901 12.0 36,625 12.6 2,723 35,000 12.2

４．自己株式 △51 △0.0 △51 △0.0 △0 △51 △0.0

株主資本合計 48,781 17.3 53,646 18.4 4,865 51,817 18.0

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差
額金

32,765 11.5 27,161 9.3 △5,604 29,881 10.3

２．繰延ヘッジ損益 50 0.0 22 0.0 △27 6 0.0

３．為替換算調整勘定 △167 △0.0 2,213 0.8 2,380 1,024 0.4

評価・換算差額等合計 32,648 11.5 29,397 10.1 △3,250 30,912 10.7

Ⅲ　新株予約権 100 0.0 58 0.0 △42 62 0.0

Ⅳ　少数株主持分 936 0.4 1,154 0.4 217 1,099 0.4

純資産合計 82,466 29.2 84,256 28.9 1,790 83,891 29.1

負債純資産合計 282,453 100.0 291,239 100.0 8,786 287,808 100.0
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
8,292 6,638 30,703 △51 45,583

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △187  △187

役員賞与の支給（注）   △29  △29

中間純利益   3,452  3,452

自己株式の取得    △0 △0

連結子会社増加による減少額   △5  △5

 持分法適用会社増加による減少額   △32  △32

株主資本以外の項目の中間連結会計期

間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 3,198 △0 3,198

平成18年９月30日　残高

（百万円）
8,292 6,638 33,901 △51 48,781

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益

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）
33,146 － △272 32,874 100 887 79,444

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）       △187

役員賞与の支給（注）       △29

中間純利益       3,452

自己株式の取得       △0

連結子会社増加による減少額       △5

持分法適用会社増加による減少額       △32

株主資本以外の項目の中間連結会計期

間中の変動額（純額）
△380 50 104 △226 － 49 △176

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△380 50 104 △226 － 49 3,021

平成18年９月30日　残高

（百万円）
32,765 50 △167 32,648 100 936 82,466

 （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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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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19年３月31日　残高

（百万円）
9,262 7,606 35,000 △51 51,817

中間連結会計期間中の変動額

新株予約権の行使による新株の発行 102 101   203

剰余金の配当   △388  △388

中間純利益   2,012  2,012

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の処分  0  0 0

 持分法適用会社減少による増加額   0  0

株主資本以外の項目の中間連結会計期

間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
102 101 1,624 △0 1,828

平成19年９月30日　残高

（百万円）
9,364 7,708 36,625 △51 53,646

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益

為替換算調整

勘定

評価・換算差

額等合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
29,881 6 1,024 30,912 62 1,099 83,891

中間連結会計期間中の変動額

新株予約権の行使による新株の発行       203

剰余金の配当       △388

中間純利益       2,012

自己株式の取得       △0

自己株式の処分       0

持分法適用会社減少による増加額       0

株主資本以外の項目の中間連結会計期

間中の変動額（純額）
△2,720 16 1,188 △1,515 △4 54 △1,464

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△2,720 16 1,188 △1,515 △4 54 364

平成19年９月30日　残高

（百万円）
27,161 22 2,213 29,397 58 1,154 84,256
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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）

8,292 6,638 30,703 △51 45,583

連結会計年度中の変動額

新株予約権の行使による新株の発行 969 968   1,937

剰余金の配当（注）   △187  △187

剰余金の配当   △375  △375

役員賞与の支給（注）   △29  △29

当期純利益   4,570  4,570

自己株式の取得    △0 △0

連結子会社増加による減少額   △37  △37

子会社合併による増加額   2  2

持分法適用会社増加による増加額   165  165

持分法適用会社増加による減少額   △32  △32

持分法適用会社減少による減少額   △21  △21

存外子会社数理計算上の差異償却額   241  241

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）

969 968 4,297 △0 6,234

平成19年３月31日　残高
（百万円）

9,262 7,606 35,000 △51 51,817

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

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）

33,146 － △272 32,874 100 887 79,444

連結会計年度中の変動額

新株予約権の行使による新株の発行       1,937

剰余金の配当（注）       △187

剰余金の配当       △375

役員賞与の支給（注）       △29

当期純利益       4,570

自己株式の取得       △0

連結子会社増加による減少額       △37

子会社合併による増加額       2

持分法適用会社増加による増加額       165

持分法適用会社増加による減少額       △32

持分法適用会社減少による減少額       △21

存外子会社数理計算上の差異償却額       241

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

△3,264 6 1,296 △1,961 △38 211 △1,787

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△3,264 6 1,296 △1,961 △38 211 4,447

平成19年３月31日　残高
（百万円）

29,881 6 1,024 30,912 62 1,099 83,891

 （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。

稲畑産業㈱ (8098) 平成 20 年３月期 中間決算短信

－ 16 －



(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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１．税金等調整前中間（当期）純利益 5,247 4,106 7,467

２．減価償却費 2,185 1,983 4,360

３．リース資産償却額 － 161 350

４．貸倒引当金の減少額（△)（又は増加
額)

△48 △13 348

５．受取利息及び受取配当金 △667 △816 △1,394

６．支払利息 905 1,143 2,023

７．持分法による投資損失 51 29 201

８．受取損害賠償金 － － △264

９. 固定資産売却益 △782 △183 △914

10．火災損失 － 123 －

11．事業整理損失 － － 314

12．持分法による投資消去差額一括償却額 － － 285

13．ゴルフ会員権評価損 － － 121

14. 投資有価証券売却益 △131 △47 △131

15．売上債権の増加額 △12,422 △4,580 △14,146

16．棚卸資産の増加額 △1,068 △2,882 △3,223

17. 前渡金の増加額 △46 △240 －

18．その他流動資産の減少額（又は増加額
（△)）

713 △1,683 △500

19．仕入債務の増加額 19,047 2,630 16,766

20．差入保証金の減少額 2,131 － 2,130

21．その他流動負債の減少額（△）(又は増
加額）

522 △222 △1,500

22．その他 △432 235 26

小計 15,203 △254 12,319

23．利息及び配当金の受取額 685 901 1,413

24．利息の支払額 △934 △1,147 △2,030

25．損害賠償金の受取額 － － 264

26．法人税等の支払額 △8,283 △663 △13,117

27．法人税等の還付金収入 － 3,657 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,671 2,492 △1,150

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１．定期預金の預入による支出 － △1 △196

２．定期預金の払出による収入 924 680 1,072

３．有形固定資産の取得による支出 △898 △928 △1,459

４．有形固定資産の売却による収入 993 886 1,963

５．無形固定資産の取得による支出 △255 △363 △666

６．投資有価証券の取得による支出 △2,104 △1,352 △4,498

７．投資有価証券の売却による収入 262 706 195

８. 投資有価証券の払戻による収入 － 641 －

９．短期貸付金の純増加額（△)（又は純減
少額)

58 △160 396

10. 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による収入

－ － 214

11．連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売
却による支出

－ △40 －
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

12．長期貸付金の貸付による支出 △362 △588 △670

13．長期貸付金の回収による収入 19 567 63

14．事業譲受による支出 － △159 －

15．その他 337 △381 453

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,024 △493 △3,132

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１．短期借入金の純減少額（△)（又は純増
加額）

△3,479 △1,399 617

２．長期借入による収入 2,090 2,316 5,276

３．長期借入金の返済による支出 △1,053 △2,038 △2,961

４．株式の発行による収入 － 203 1,899

５．配当金の支払額 △187 △388 △562

６．少数株主への配当金の支払額 △10 △9 △11

７．その他 0 △3 121

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,640 △1,320 4,377

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 47 266 389

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 3,053 944 484

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 5,729 6,311 5,729

Ⅶ　連結子会社増加による現金及び現金同等物
の増加額

46 － 76

Ⅷ　連結子会社合併による現金及び現金同等物
の増加額

－ － 21

Ⅸ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 8,829 7,256 6,311
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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

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 １）連結子会社の数　　　 　47社

主要な連結子会社名

INABATA SINGAPORE(PTE.)LTD.

INABATA AMERICA CORPORATION

INABATA THAI CO.,LTD.

INABATA SANGYO(H.K.)LTD.

INABATA UK LIMITED、アイケイ

リースアンドインシュアランス

㈱、㈱しなのエレクトロニクス

１）連結子会社の数　　　　 48社

主要な連結子会社名

同左

１）連結子会社の数　　　　 50社

主要な連結子会社名

同左

 　なお、当中間連結会計期間よ

り、重要性の観点から新たに㈱

一光園を連結の範囲に含めてお

ります。

　なお、当中間連結会計期間よ

り、THE SHREDDER 

COMPANY LLCは株式の全部譲渡

に伴い、また、他１社を重要性

の観点によりいずれも連結の範

囲から除外しております。

　当連結会計年度に、持分法を

適用していたINABATA 

MALAYSIA SDN.BHD.の株式を追

加取得したことにより、また、

他に１社を株式取得により連結

の範囲に含めております。さら

に、重要性の観点から新たに㈱

一光園、SIK VIETNAM CO.,LTD.

を連結の範囲に含めております。

２）主要な非連結子会社名

TIK MANUFACTURING CO.,LTD.

２）主要な非連結子会社名

JIANGYIN TSI CHEMICALS 

CO.,LTD.

２）主要な非連結子会社名

TIK MANUFACTURING CO.,LTD.

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資産、

売上高、中間純損益及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、

いずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしておりません。

連結の範囲から除いた理由

同左

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしておりません。

２．持分法の適用に関する事

項

１）持分法を適用した非連結子会社

数

１社

　なお、当中間連結会計期間より、

非連結子会社であるJIANGYIN TSI 

CHEMICALS CO.,LTD.を実質的な影

響力が増したため持分法適用範囲

に含めております。

１）持分法を適用した非連結子会社

数

１社

　　主要な会社の名称

JIANGYIN TSI CHEMICALS 

CO.,LTD.

１）持分法を適用した非連結子会社

数

１社

　なお、当連結会計年度より、非

連結子会社であるJIANGYIN TSI 

CHEMICALS CO.,LTD.を実質的な影

響力が増したため持分法適用範囲

に含めております。

 ２）持分法を適用した関連会社数

18社

 ２）持分法を適用した関連会社数

15社

 ２）持分法を適用した関連会社数

17社

主要な会社等の名称

アルバック成膜㈱

なお、当中間連結会計期間よ

り、重要性の観点から㈱焼肉屋

さかい、CENTURION FAR EAST 

LTD.他８社を持分法の適用範囲

に含めております。

主要な会社等の名称

同左

なお、当中間連結会計期間よ

り、㈲グランディッシュは清算

結了により、㈱焼肉屋さかいは

株式の一部譲渡により持分が減

少したため、持分法の適用範囲

から除外しております。

主要な会社等の名称

同左

なお、当連結会計年度より重

要性の観点から㈱焼肉屋さかい、

CENTURION FAR EAST LTD.他９社、

新規設立により１社を持分法適

用範囲に含めております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会社

等の名称

TIK MANUFACTURING CO.,LTD.

３）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会社

等の名称

同左

３）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会社

等の名称

同左

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、それぞ

れ中間純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がありま

せんので、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

持分法を適用しない理由

同左

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、それぞ

れ当期純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がありま

せんので、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

４）持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる会

社については、その会社の中間会

計期間にかかる中間財務諸表を使

用しております。

４）　　　　 同左 ４）持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社につい

ては、その会社の事業年度に係る

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

　連結子会社のうち、㈱大和食業の

中間決算日は７月31日、㈱一光園の

中間決算日は８月31日、その他の連

結子会社の中間決算日はいずれも６

月30日であります。中間連結財務諸

表の作成にあたっては、同日現在の

中間財務諸表を使用し、中間連結決

算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行って

おります。

　連結子会社のうち、㈱大和食業の

中間決算日は７月31日、その他の連

結子会社の中間決算日はいずれも６

月30日であります。中間連結財務諸

表の作成にあたっては、同日現在の

中間財務諸表を使用し、中間連結決

算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行って

おります。

　連結子会社のうち、㈱大和食業の

決算日は１月31日、その他の連結子

会社の決算日はいずれも12月31日で

あります。連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

１）棚卸資産の評価基準及び評価方

法

　主として先入先出法による低価

法及び移動平均法による低価法で

あります。ただし、販売用不動産

は個別法による原価法によってお

ります。

１）棚卸資産の評価基準及び評価方

法

同左

１）棚卸資産の評価基準及び評価方

法

同左

２）有価証券の評価基準及び評価方

法

その他有価証券

時価のあるもの

株式…主として、中間決算日

前１ヶ月の市場価格の平均

に基づく時価法

株式以外…中間決算日の市場

価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

２）有価証券の評価基準及び評価方

法

その他有価証券

時価のあるもの

同左

２）有価証券の評価基準及び評価方

法

その他有価証券

時価のあるもの

株式…主として、決算日前

１ヶ月の市場価格の平均に

基づく時価法

株式以外…決算日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

３）デリバティブ

…時価法

３）デリバティブ

同左

３）デリバティブ

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４）固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　主として定率法によっており

ます。　　　　

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については定額法に

よっております。　　

　なお、在外連結子会社及びア

イケイリースアンドインシュア

ランス㈱は主として定額法に

よっております。　

４）固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　建物（建物附属設備を除く）

　  ①平成10年３月31日以前に

取得したもの

　    旧定率法によっておりま

す。

　  ②平成10年４月１日から平

成19年３月31日までに取

得したもの

　    旧定額法によっておりま

す。

  　③平成19年４月１日以降に

取得したもの

　    定額法によっております。

　建物以外（建物附属設備を含

む）

　  ①平成19年３月31日以前に

取得したもの

　    主として旧定率法によっ

ております。

  　②平成19年４月１日以降に

取得したもの

　    主として定率法によって

おります。

　ただし、在外連結子会社及び

アイケイリースアンドインシュ

アランス㈱は主として定額法に

よっております。　

４）固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　主として定率法によっており

ます。　　　　

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については定額法に

よっております。　　

　なお、在外連結子会社及びア

イケイリースアンドインシュア

ランス㈱は主として定額法に

よっております。　

 (会計処理方法の変更）

　当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変

更しております。この変更によ

る当中間連結会計期間の損益に

与える影響は軽微でありま

す。

  なお、セグメントに与える影

響は軽微であるため、記載を省

略しております。

―――――
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形

固定資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上してお

ります。この変更による当中間

連結会計期間の損益に与える影

響は軽微であります。

  なお、セグメントに与える影

響は軽微であるため、記載を省

略しております。

(2）無形固定資産

　主として定額法によっており

ます。なお、ソフトウェア（自

社利用分）については、社内に

おける利用可能期間（５年）に

基づいております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

５）引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

なお、在外連結子会社は、個別

判定による回収不能見込額を計

上しております。

５）引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

５）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

(2）賞与引当金

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。　　　　　

　数理計算上の差異は、主とし

て各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（13年）によ

る定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

（14年）による定額法により費

用処理しております。

  なお、執行役員部分について

は、執行役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づく

中間連結会計期間末要支給額を

計上しております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、主とし

て各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（13年）によ

る定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

（14年）による定額法により費

用処理しております。

  なお、執行役員部分について

は、執行役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づく

連結会計年度末要支給額を計上

しております。 

(4）役員退職慰労引当金

　一部の連結子会社において役

員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく中間連結会

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

　一部の連結子会社において役

員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

(追加情報）

　当社は従来、役員の退職慰労

金の支出に備えるため、内規に

基づく中間連結会計期間末要支

給額を計上しておりましたが、

当中間連結会計期間において、

取締役及び監査役に関する退職

慰労金制度を廃止いたしました。

これに伴い、「役員退職慰労引

当金」を取崩し、当中間連結会

計期間末における未払額493百

万円については、固定負債の

「その他」に計上しておりま

す。 

――――― (追加情報）

　当社は従来、役員の退職慰労

金の支出に備えるため、内規に

基づく連結会計年度末要支給額

を計上しておりましたが、当連

結会計年度において、取締役及

び監査役に関する退職慰労金制

度を廃止いたしました。これに

伴い、「役員退職慰労引当金」

を取崩し、当連結会計年度末に

おける未払額493百万円につい

ては、流動負債の「その他」に

34百万円、固定負債の「その

他」に459百万円を計上してお

ります。

６）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、在外子会社等の資産及び

負債、収益及び費用は、中間決算

日の直物為替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及び少数株

主持分に含めて計上しておりま

す。 

６）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

同左

６）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、在外子会社等の資産及び

負債、収益及び費用は、決算日の

直物為替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

替換算調整勘定及び少数株主持分

に含めて計上しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

７）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。

７）重要なリース取引の処理方法

同左

７）重要なリース取引の処理方法

同左

８）重要なヘッジ会計の方法

(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

いては、振当処理を行っており

ます。

８）重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

８）重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

：為替予約取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

：外貨建金銭債権債務及び外　

　　貨建予定取引

(3）ヘッジ方針

　資産・負債に係る為替変動リ

スクをヘッジするためにデリバ

ティブ取引を利用しております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約締結時に、リスク管

理方針に従い、同一通貨建てに

よる同一金額で同一期日の為替

予約等を振り当てているため、

その後の為替相場の変動による

相関関係は完全に確保されてい

るので、中間連結決算日におけ

る有効性の評価を省略しており

ます。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約締結時に、リスク管

理方針に従い、同一通貨建てに

よる同一金額で同一期日の為替

予約等を振り当てているため、

その後の為替相場の変動による

相関関係は完全に確保されてい

るので、連結決算日における有

効性の評価を省略しております。

９）消費税及び地方消費税の会計処

理方法

　税抜方式によっております。

９）消費税及び地方消費税の会計処

理方法

同左

９）消費税及び地方消費税の会計処

理方法

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、要求払預金及び

取得日から３ヶ月以内に満期日が到

来する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動に対し

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。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日が到来す

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。
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に係る会計

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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、

81,379百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しております。

────── （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。

　従来の資本の部の合計額に相当する金額

は82,724百万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借

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。

（役員賞与に関する会計基準）　

　役員賞与については、従来は利益処分によ

り利益剰余金の減少として会計処理しており

ましたが、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、発生時に費用

処理しております。

　これに伴い、役員賞与の未払額を流動負債

の「その他」に計上しております。

　この変更による当中間連結会計期間の損益

に与える影響は軽微であります。

―――――― （役員賞与に関する会計基準）

　役員賞与については、従来は利益処分によ

り利益剰余金の減少として会計処理しており

ましたが、当連結会計年度より「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、発生時に費用処

理しております。

　これに伴い、役員賞与の未払額を流動負債

の「その他」に計上しております。

　この変更による当連結会計年度の損益に与

える影響は軽微であります。 

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間連結貸借対照表関係）

　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「負ののれん」と表示しており

ます。　

─────―

  前中間連結会計期間まで固定負債の「その他」に含めて表示してお

りました「繰延税金負債」については、負債及び純資産の合計額の100

分の５を超えた為、区分表示しました。なお、前中間連結会計期間の

固定負債の「その他」に含まれている「繰延税金負債」は2,543百万円

であります。

─────―
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (リース資産処分損失に関する処理方法）

　リース契約先の財政状態悪化による将来の

損失に備えるため、従来は未経過リース料を

含むリース債権について、個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金とし

て計上しておりましたが、前連結会計年度の

下期より、リース資産についてその資産性を

より適正に表示するため、将来のリース資産

処分損失を個別に見積もり、当該リース資産

より直接償却する方法に変更いたしました。

　従って、前中間連結会計期間は従来の方法

によっておりますが、前中間連結会計期間に

おいて変更後の処理を適用した場合に伴う損

益への影響はありません。

───── ─────

（英国の退職給付に係る会計基準）

　英国連結子会社は、前連結会計年度下期よ

り、英国の退職給付に係る会計基準を適用し

ております。

　従って、前中間連結会計期間は、従来の方

法によっておりますが、前中間連結会計期間

において変更後の処理を適用した場合、利益

剰余金は353百万円多く計上されますが、損益

及びセグメント情報に与える影響は軽微であ

ります。

───── ─────
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注記事項

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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うち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

発送保管費 1,083百万円

従業員給与手当賞与 3,375 

賞与引当金繰入額 795 

退職給付引当金繰入額 133 

　１．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。

発送保管費 1,125百万円

従業員給与手当賞与 3,730 

賞与引当金繰入額 895 

退職給付引当金繰入額 59 

　１．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。

発送保管費 2,395百万円

貸倒引当金繰入額 114 

従業員給料手当賞与 7,980 

賞与引当金繰入額 1,023 

退職給付引当金繰入額 311 

　２．固定資産売却益の内訳

土地 782百万円

　２．固定資産売却益の内訳

土地 163百万円

その他 19 

計 183百万円

　２．固定資産売却益の内訳

土地 910百万円

建物及び構築物 3 

その他 0 

計 914百万円

 　３．    　 　―――――― 　３．リース資産償却額は、財政状態の悪化し

ているリース契約先に係るものであります。

　３． 　　　　　　同左

 　４．    　 　――――――  　４．    　 　―――――― 　４．貸倒引当金繰入額には、財政状態が悪化

している関係会社に対するもの146百万円

を含んでおります。

 　５．    　 　―――――― 　５．火災損失は、英国子会社NOBEL 

ENTERPRISES LTD.において平成19年９月８

日に発生した火災により、棚卸資産の一部

を焼失したことによるものであります。

 　５．    　 　――――――

 　６．    　 　――――――  　６．    　 　―――――― 　６．事業整理損失は、米国関係会社の事業の

整理に伴い想定される損失であります。
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（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

　１．有形固定資産減価償却累計額 　１．有形固定資産減価償却累計額 　１．有形固定資産減価償却累計額

29,761百万円 30,772百万円 30,049百万円

　２．担保に供している資産 9,338百万円

(1）このうち、債務の担保に供している資

産は、次のとおりであります。

　２．担保に供している資産 7,047百万円

(1）このうち、債務の担保に供している資

産は、次のとおりであります。

　２．担保に供している資産 8,054百万円

(1）このうち、債務の担保に供している資

産は、次のとおりであります。

（差入資産の種類） （差入資産の種類） （差入資産の種類）

建物及び構築物 180百万円

土地 325

合計 505百万円

建物及び構築物 121百万円

土地 250

合計 371百万円

建物及び構築物 95百万円

土地 103

合計 198百万円

（債務の種類） （債務の種類） （債務の種類）

短期借入金

長期借入金

22

5

百万円

 

（１年以内返済予定分を含む）

短期借入金

長期借入金

4

131

百万円

 

（１年以内返済予定分を含む）

長期借入金 10百万円

（１年以内返済予定分を含む）

(2）このうち、取引保証金の代用として差

入れている資産は、次のとおりでありま

す。

(2）このうち、取引保証金の代用として差

入れている資産は、次のとおりでありま

す。

(2）このうち、取引保証金の代用として差

入れている資産は、次のとおりでありま

す。

投資有価証券 8,832百万円 投資有価証券 6,676百万円 投資有価証券 7,855百万円

　３．偶発債務

(イ）下記の各社の銀行借入等に保証を

行っております。

SUMIKA TECHNOLOGY CO.,LTD.

1,613百万円

SIK VIETNAM CO.,LTD.

565  

INABATA MARAYSIA SDN.BHD.

549  

INABATA INDNSTRY & TRADE

(DALIAN F.T.Z.) CO.,LTD.

501  

TAKAHASHI PLASTICS LTD.

215  

その他３社

265  

合計 3,712百万円

　３．偶発債務

(イ）下記の各社の銀行借入等に保証を

行っております。

SUMIKA TECHNOLOGY CO.,LTD.

1,556百万円

NOBEL NC CO.,LTD.

1,072  

INABATA INDUSTRY & TRADE 

(DALIAN F.T.Z.) CO.,LTD.

546  

㈱オラージュ

300  

JIANGYIN TSI CHEMICALS CO.,LTD.

230  

その他６社

344  

合計 4,050百万円

　３．偶発債務

(イ）下記の各社の銀行借入等に保証を

行っております。

INABATA INDUSTRY & TRADE 

(DALIAN F.T.Z.) CO.,LTD.

679百万円

SUMIKA TECHNOLOGY CO.,LTD.

657  

TAKAHASHI PLASTICS LTD.

271  

NOBEL NC CO.,LTD.

245  

その他６社

510  

合計 2,364百万円

(ロ）受取手形割引高

 24百万円

(ロ）受取手形割引高

 107百万円

(ロ）受取手形割引高

 62百万円

４．新規投資における資金需要に対して即座

にかつ柔軟に対応するため、ゴールドマ

ン・サックス証券会社東京支店と貸出コ

ミットメント契約を締結しております。

４．新規投資における資金需要に対して即座

にかつ柔軟に対応するため、ゴールドマ

ン・サックス証券株式会社東京支店と貸出

コミットメント契約を締結しております。

４. 　　　　　　同左

貸出コミットメントの総額 5,000百万円

借入実行残高 2,500 

差引額 2,500百万円

貸出コミットメントの総額 2,899百万円

借入実行残高 2,899 

差引額 －百万円

貸出コミットメントの総額 3,099百万円

借入実行残高 3,099 

差引額 －百万円
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

　５．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末日が金融機

関の休日であったため、次の中間連結会計

期間末日満期手形が、中間連結会計期間末

残高に含まれております。

　５．　　　　　 同左 　５．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、当連結会計年度末日が金融機関の

休日であったため、次の期末日満期手形が

当連結会計年度末残高に含まれております。

受取手形 3,052百万円

支払手形 2,957 

受取手形 2,806百万円

支払手形 1,379 

受取手形 2,927百万円

支払手形 1,756 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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　 62,623,447 － － 62,623,447

合計 62,623,447 － － 62,623,447

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 69,415 196 － 69,611

合計 69,415 196 － 69,611

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 

２．新株予約権及び自己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（株） 当中間連結
会計期間末
残高
（百万円）

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
第１回新株予約権

（注）
普通株式 4,849,500 1,097,500 － 5,947,000 100

合計 － 4,849,500 1,097,500 － 5,947,000 100

 （注）第１回新株予約権の増加は、行使価格の下落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 株主の種類
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 187 3 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

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

決議 株主の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

 平成18年11月15日

　　取締役会
普通株式 375 利益剰余金 6 平成18年９月30日 平成18年12月８日
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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　（注）１ 64,883,307 275,920 － 65,159,227

合計 64,883,307 275,920 － 65,159,227

 自己株式     

 　　普通株式　（注）２、３ 69,923 124 134 69,913

合計 69,923 124 134 69,913

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加275,920株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加であります。

　　　 ２．普通株式の自己株式の株式数の増加124株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　　　 ３．普通株式の自己株式の株式数の減少134株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。

 

２．新株予約権及び自己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（株） 当中間連結
会計期間末
残高
（百万円）

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）

第１回新株予約権

（注）
普通株式 3,687,140 589,620 275,920 4,000,840 58

合計 － 3,687,140 589,620 275,920 4,000,840 58

 （注）１．第１回新株予約権の当連結会計年度増加は、行使価格の下落によるものであります。

２．第１回新株予約権の当連結会計年度減少は、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 株主の種類
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19年５月10日

　　取締役会
普通株式 388 6 平成19年３月31日 平成19年６月７日

 

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

決議 株主の種類
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11月14日

　　取締役会
 普通株式 325  利益剰余金 5 平成19年９月30日 平成19年12月７日
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．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　（注）１　 62,623,447 2,259,860 － 64,883,307

合計 62,623,447 2,259,860 － 64,883,307

 自己株式     

 　　普通株式　（注）２ 69,415 508 － 69,923

合計 69,415 508 － 69,923

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加2,259,860株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加508株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　

２．新株予約権及び自己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（株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計年
度末

当連結会計年
度増加

当連結会計年
度減少

当連結会計年
度末

提出会社

（親会社）

第１回新株予約権

（注）
普通株式 4,849,500 1,097,500 2,259,860 3,687,140 62

合計 － 4,849,500 1,097,500 2,259,860 3,687,140 62

 （注）１．第１回新株予約権の当連結会計年度増加は、行使価格の下落によるものであります。

２．第１回新株予約権の当連結会計年度減少は、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 株主の種類
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 187 3 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 平成18年11月15日

　　取締役会
普通株式 375 6 平成18年９月30日 平成18年12月８日

 

　（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株主の種類
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５月10日

　　取締役会
普通株式 388 利益剰余金 6 平成19年３月31日 平成19年６月７日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１．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

１．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

１．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

現金及び預金勘定 9,354 百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△524  

現金及び現金同等物 8,829 百万円

現金及び預金勘定 7,284 百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△27  

現金及び現金同等物 7,256 百万円

現金及び預金勘定 6,981 百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△669  

現金及び現金同等物 6,311 百万円

２．　　　　 　―――───　　　　　　　 ２．　　　 　　―――───　　　　　　　 ２．株式取得により新たに連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに連結子会社となっ

た会社INABATA MALAYSIA SDN.BHD.の連結

開始時の資産及び負債の内訳ならびに株式

の取得価額と取得による収入との関係は次

のとおりであります。

流動資産 2,431 百万円

固定資産 26

負ののれん △134

流動負債 △2,009

少数株主持分 △134

為替換算調整勘定 9

支配獲得時までの投資有

価証券の取得価額
△178

当連結会計年度の投資有

価証券の取得価額

13 百万円

現金及び現金同等物 △227

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による

収入

△214 百万円

３．重要な非資金取引の内容　　　

長期貸付金の振替による新株予約権付社債

の取得

 968百万円

３．　　　 　　―――───　　　　　　　 ３．重要な非資金取引の内容　　　

長期貸付金の振替による新株予約権付社債

の取得

 968 百万円
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 7,282 62,355 55,072

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

計 7,282 62,355 55,072

　（注）　減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％を超えて下落した場合には、

全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められる額につい

て減損処理を行うこととしております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）子会社株式及び関連会社株式 6,367

(2）その他有価証券

非上場株式 6,078

非上場債券 968

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 9,625 53,771 44,145

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

計 9,625 53,771 44,145

　（注）　減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％を超えて下落した場合には、

全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められる額につい

て減損処理を行うこととしております。
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）子会社株式及び関連会社株式 6,496

(2）その他有価証券

非上場株式 6,277

非上場債券 968

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 8,804 58,304 49,500

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

計 8,804 58,304 49,500

　（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％を超えて下落した場合には、全て減損処理を

行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められる額について減損処理を行

うこととしております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）子会社株式及び関連会社株式 6,524

(2）その他有価証券

非上場株式 6,186

非上場債券 968
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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18年４月1日　至平成18年９月30日）

情報電子
（百万円）

住環境
（百万円）

化学品
（百万円）

合成樹脂
（百万円）

食品
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 75,263 12,158 37,283 80,391 14,618 3,802 223,517 － 223,517

(2）セグメント間の内部売上

高
－ － － － － － － － －

計 75,263 12,158 37,283 80,391 14,618 3,802 223,517 － 223,517

営業費用 73,693 12,134 36,655 79,071 14,374 3,627 219,555 － 219,555

営業利益 1,570 24 628 1,320 243 174 3,961 － 3,961

　（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分の主な商品

(1）情報電子……半導体・液晶材料、機械装置類、複写機・プリンター用染顔料、エレクトロニクス業界向け

材料

(2）住環境………木材、集成材、木質系建材、住宅機器、住宅設備関連資材

(3）化学品………医農薬・染顔料中間体、写真感光材、殺虫剤・トイレタリー原料、塗料・インキ・接着剤原

料、樹脂・ゴム用原料、染料・染織資材、健康食品原料

(4）合成樹脂……汎用樹脂、エンジニアリングプラスチック

(5）食品…………水産物、畜産物、農産物、澱粉類

(6）その他………リース業

当中間連結会計期間（自平成19年４月1日　至平成19年９月30日）

情報電子
（百万円）

住環境
（百万円）

化学品
（百万円）

合成樹脂
（百万円）

食品
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 87,773 12,564 37,917 91,159 12,168 2,066 243,650 － 243,650

(2）セグメント間の内部売上

高
－ － － － － － － － －

計 87,773 12,564 37,917 91,159 12,168 2,066 243,650 － 243,650

営業費用 86,206 12,477 37,135 89,604 12,017 1,962 239,404 － 239,404

営業利益 1,566 87 782 1,554 150 103 4,245 － 4,245

　（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分の主な商品

(1）情報電子……半導体・液晶材料、機械装置類、複写機・プリンター用染顔料、エレクトロニクス業界向け

材料

(2）住環境………木材、集成材、木質系建材、住宅機器、住宅設備関連資材

(3）化学品………医農薬・染顔料中間体、写真感光材、殺虫剤・トイレタリー原料、塗料・インキ・接着剤原

料、樹脂・ゴム用原料、染料・染織資材、健康食品原料

(4）合成樹脂……汎用樹脂、エンジニアリングプラスチック

(5）食品…………水産物、畜産物、農産物、澱粉類

(6）その他………リース業
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

情報電子
（百万円）

住環境
（百万円）

化学品
（百万円）

合成樹脂
（百万円）

食品
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 163,187 25,065 72,534 171,901 28,580 4,827 466,096 － 466,096

(2）セグメント間の内部売上

高
－ － － － － － － － －

計 163,187 25,065 72,534 171,901 28,580 4,827 466,096 － 466,096

営業費用 159,886 24,984 71,875 168,994 28,249 4,499 458,490 － 458,490

営業利益 3,301 80 658 2,906 330 328 7,605 － 7,605

　（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分の主な商品

(1）情報電子……半導体・液晶材料、機械装置類、複写機・プリンター用染顔料、エレクトロニクス業界向け

材料

(2）住環境………木材、集成材、木質系建材、住宅機器、住宅設備関連資材

(3）化学品………医農薬・染顔料中間体、写真感光材、殺虫剤・トイレタリー原料、塗料・インキ・接着剤原

料、樹脂・ゴム用原料、染料・染織資材、健康食品原料

(4）合成樹脂……汎用樹脂、エンジニアリングプラスチック

(5）食品…………水産物、畜産物、農産物、澱粉類

(6）その他………リース業

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

日本

（百万円）

東南アジア

（百万円）

北東アジア

（百万円）

米州

（百万円）

欧州

（百万円）

計

（百万円）

 消去又は

 全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 147,512 26,713 28,687 12,989 7,614 223,517 － 223,517

(2）セグメント間の内部売上高 20,632 987 25 1,186 407 23,239 △23,239 －

計 168,145 27,700 28,713 14,176 8,021 246,757 △23,239 223,517

営業費用 165,973 27,216 28,019 13,858 7,714 242,781 △23,226 219,555

営業利益 2,172 484 694 317 307 3,975 △13 3,961

　（注）１．国又は地域の区分は、国又は地域を五つのリージョンに区分し、各区分別に事業管理を行っております。

　　　　２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 東南アジア………シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム

(2）北東アジア………中国・台湾

(3）米州………………アメリカ

(4）欧州………………イギリス・フランス・ベルギー
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

日本

（百万円）

東南アジア

（百万円）

北東アジア

（百万円）

米州

（百万円）

欧州

（百万円）

計

（百万円）

 消去又は

 全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 154,465 37,937 33,888 10,326 7,032 243,650 － 243,650

(2）セグメント間の内部売上高 20,722 1,091 58 1,491 288 23,651 △23,651 －

計 175,187 39,028 33,946 11,818 7,320 267,301 △23,651 243,650

営業費用 172,723 38,135 33,164 11,690 7,264 262,978 △23,573 239,404

営業利益 2,463 893 782 128 55 4,323 △77 4,245

　（注）１．国又は地域の区分は、国又は地域を五つのリージョンに区分し、各区分別に事業管理を行っております。

　　　　２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 東南アジア………シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム

(2）北東アジア………中国・台湾

(3）米州………………アメリカ

(4）欧州………………イギリス・フランス・ベルギー

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

日本

（百万円）

東南アジア

（百万円）

北東アジア

（百万円）

米州

（百万円）

欧州

（百万円）

計

（百万円）

消去又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 295,129 64,530 66,258 24,298 15,878 466,096 － 466,096

(2）セグメント間の内部売上高 40,594 2,036 88 2,557 887 46,165 △46,165 －

計 335,724 66,567 66,347 26,856 16,765 512,261 △46,165 466,096

営業費用 331,723 65,227 64,805 26,337 16,539 504,633 △46,142 458,490

営業利益 4,001 1,340 1,541 518 226 7,628 △22 7,605

　（注）１．国又は地域の区分は、国又は地域を五つのリージョンに区分し、各区分別に事業管理を行っております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 東南アジア………シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム

(2）北東アジア………中国・台湾

(3）米州………………アメリカ

(4）欧州………………イギリス・フランス・ベルギー
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

東南アジア 北東アジア 米州 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 29,441 45,476 13,716 6,784 95,418

Ⅱ　連結売上高（百万円） 223,517

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
13.2 20.4 6.1 3.0 42.7

　（注）１．国又は地域の区分は、国又は地域を五つのリージョンに区分し、各区分別に事業管理を行っております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 東南アジア………シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム

(2) 北東アジア………中国・台湾

(3) 米州………………アメリカ

(4）欧州………………イギリス・フランス・ベルギー

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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

東南アジア 北東アジア 米州 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 40,997 54,248 10,872 7,643 113,762

Ⅱ　連結売上高（百万円） 243,650

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
16.8 22.3 4.5 3.1 46.7

　（注）１．国又は地域の区分は、国又は地域を五つのリージョンに区分し、各区分別に事業管理を行っております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 東南アジア………シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム

(2) 北東アジア………中国・台湾

(3) 米州………………アメリカ

(4）欧州………………イギリス・フランス・ベルギー

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。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

東南アジア 北東アジア 米州 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 70,007 99,815 25,694 14,857 210,375

Ⅱ　連結売上高（百万円） 466,096

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
15.0 21.4 5.5 3.2 45.1

　（注）１．国又は地域の区分は、国又は地域を五つのリージョンに区分し、各区分別に事業管理を行っております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 東南アジア………シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム

(2) 北東アジア………中国・台湾

(3) 米州………………アメリカ

(4）欧州………………イギリス・フランス・ベルギー

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 1,301.75円

１株当たり中間純利益金

額
55.20円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額 
 54.97円

１株当たり純資産額 1,275.85円

１株当たり中間純利益金

額
31.04円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額 
 30.77円

１株当たり純資産額 1,276.44円

１株当たり当期純利益金

額
72.76円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
72.19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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（百万円） 3,452 2,012 4,570

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
3,452 2,012 4,570

期中平均株式数（株） 62,553,960 64,852,822 62,819,175

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（株） 252,665 565,518 501,682

（うち新株予約権）（株） (252,665) (565,518) (501,682)

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）

　　該当事項はありません。

（開示の省略）

リース取引、デリバティブ取引等につきましては中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、

開示を省略しております。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間損益計算書

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前事業年度の要約損益計算書

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

増減

(百万円)
金額（百万円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高 155,715 100.0 160,579 100.0 4,863 309,657 100.0

Ⅱ　売上原価 148,735 95.5 153,433 95.6 4,697 295,950 95.6

売上総利益 6,979 4.5 7,146 4.4 166 13,707 4.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,986 3.2 4,959 3.1 △26 10,003 3.2

営業利益 1,993 1.3 2,186 1.3 193 3,704 1.2

Ⅳ　営業外収益 708 0.5 924 0.6 216 1,397 0.4

Ⅴ　営業外費用 400 0.3 648 0.4 248 966 0.3

経常利益 2,301 1.5 2,463 1.5 161 4,135 1.3

Ⅵ　特別利益 309 0.2 164 0.1 △145 705 0.2

Ⅶ　特別損失 － － 471 0.3 471 2,545 0.8

税引前中間（当期)純利

益
2,611 1.7 2,155 1.3 △456 2,295 0.7

法人税、住民税及び事

業税
34 1,478 1,443 440

法人税等調整額 935 970 0.6 2 1,481 0.9 △933 1,040 1,481 0.4

中間（当期）純利益 1,641 1.1 674 0.4 △966 814 0.3
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(2) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 3,972 964 △3,007 1,005

２．受取手形 23,465 23,652 186 21,853

３．売掛金 81,199 86,036 4,837 81,460

４．商品 9,041 12,573 3,532 9,404

５．販売用不動産 498 800 302 610

６．短期貸付金 3,750 6,116 2,365 5,671

７．その他 5,200 3,905 △1,294 6,466

貸倒引当金 △491 △447 44 △529

流動資産合計 126,636 58.7 133,603 63.1 6,967 125,944 60.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 4,091  3,785  △306 3,791  

２．無形固定資産 967  1,164  196 734  

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 67,587 57,000 △10,587 62,649

(2) 関係会社株式 11,211 10,382 △828 11,329

(3）その他 7,113 10,002 2,888 9,560

　　貸倒引当金 △1,943 △3,117 △1,173 △2,787

投資評価引当金 － 83,968  △1,076 73,190  △1,076 △1,685 79,066  

固定資産合計 89,027 41.3 78,140 36.9 △10,887 83,591 39.9

資産合計 215,663 100.0 211,744 100.0 △3,919 209,535 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 18,468 17,103 △1,365 17,052

２．買掛金 68,251 68,866 614 63,052

３．短期借入金 18,002 25,546 7,543 20,821

４．未払法人税等 100 1,475 1,374 7

５. 賞与引当金 676 769 93 797

６．その他 4,411 4,073 △338 4,580

流動負債合計 109,910 50.9 117,833 55.6 7,922 106,311 50.7

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 9,050 8,008 △1,041 11,618

２．退職給付引当金 286 163 △123 257

３．長期預り金 973 1,063 89 1,016

４．繰延税金負債 22,138 17,197 △4,941 19,391

５．長期未払金 493 437 △55 459

固定負債合計 32,942 15.3 26,870 12.7 △6,072 32,744 15.6

負債合計 142,853 66.2 144,703 68.3 1,850 139,055 66.4
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 8,292 3.8 9,364 4.4 1,071 9,262 4.4

２．資本剰余金

(1) 資本準備金 6,638 7,708 1,070 7,606

(2) その他資本剰余金 0 0 0 0

資本剰余金合計 6,638 3.1 7,708 3.6 1,070 7,606 3.6

３．利益剰余金

(1) 利益準備金 1,066 1,066 － 1,066

(2) その他利益剰余金

固定資産圧縮積立
金

35 － △35 －

別途積立金 21,840 21,840 － 21,840

繰越利益剰余金 2,259 1,377 △881 1,092

利益剰余金合計 25,201 11.7 24,284 11.5 △916 23,999 11.5

４．自己株式 △50 △0.0 △50 △0.0 △0 △50 △0.0

株主資本合計 40,082 18.6 41,307 19.5 1,224 40,817 19.5

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差
額金

32,577 15.1 25,652 12.1 △6,925 29,594 14.1

２．繰延ヘッジ損益 50 0.0 22 0.0 △27 6 0.0

評価・換算差額等合計 32,628 15.1 25,675 12.1 △6,952 29,600 14.1

Ⅲ　新株予約権 100 0.1 58 0.1 △42 62 0.0

純資産合計 72,810 33.8 67,040 31.7 △5,770 70,480 33.6

負債純資産合計 215,663 100.0 211,744 100.0 △3,919 209,535 100.0
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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

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）
8,292 6,638 0 6,638 1,066 37 12,840 9,832 23,777 △49 38,658

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

（注）
     △2  2 －  －

剰余金の配当（注）        △187 △187  △187

役員賞与の支給（注）        △29 △29  △29

別途積立金の積立（注）       9,000 △9,000 －  －

中間純利益        1,641 1,641  1,641

自己株式の取得          △0 △0

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

（百万円）
－ － － － － △2 9,000 △7,573 1,424 △0 1,424

平成18年９月30日　残高

（百万円）
8,292 6,638 0 6,638 1,066 35 21,840 2,259 25,201 △50 40,082

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
32,885 － 32,885 100 71,644

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

（注）
    －

剰余金の配当（注）     △187

役員賞与の支給（注）     △29

別途積立金の積立（注）     －

中間純利益     1,641

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△307 50 △257 － △257

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△307 50 △257 － 1,166

平成18年９月30日　残高

（百万円）
32,577 50 32,628 100 72,810

 （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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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

（百万円）
9,262 7,606 0 7,606 1,066 21,840 1,092 23,999 △50 40,817

中間会計期間中の変動額

新株予約権の行使による新株の発

行
102 101  101      203

剰余金の配当       △388 △388  △388

中間純利益       674 674  674

自己株式の取得         △0 △0

自己株式の処分   0 0     0 0

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

（百万円）
102 101 0 101 － － 285 285 △0 489

平成19年９月30日　残高

（百万円）
9,364 7,708 0 7,708 1,066 21,840 1,377 24,284 △50 41,307

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
29,594 6 29,600 62 70,480

中間会計期間中の変動額

新株予約権の行使による新株の発

行
    203

剰余金の配当     △388

中間純利益     674

自己株式の取得     △0

自己株式の処分     0

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
△3,941 16 △3,925 △4 △3,929

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△3,941 16 △3,925 △4 △3,439

平成19年９月30日　残高

（百万円）
25,652 22 25,675 58 67,040
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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

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）
8,292 6,638 0 6,638 1,066 37 12,840 9,832 23,777 △49 38,658

事業年度中の変動額

新株予約権の行使による新株の発行 969 968  968       1,937

固定資産圧縮積立金の取崩（注）      △2  2 －  －

固定資産圧縮積立金の取崩      △35  35 －  －

剰余金の配当（注）        △187 △187  △187

剰余金の配当        △375 △375  △375

役員賞与の支給（注）        △29 △29  △29

別途積立金の積立（注）       9,000 △9,000 －  －

当期純利益        814 814  814

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）
969 968 － 968 － △37 9,000 △8,739 222 △0 2,159

平成19年３月31日　残高

（百万円）
9,262 7,606 0 7,606 1,066 － 21,840 1,092 23,999 △50 40,817

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
32,885 － 32,885 100 71,644

事業年度中の変動額

新株予約権の行使による新株の発行     1,937

固定資産圧縮積立金の取崩（注）     －

固定資産圧縮積立金の取崩     －

剰余金の配当（注）     △187

剰余金の配当     △375

役員賞与の支給 （注）     △29

別途積立金の積立（注）     －

当期純利益     814

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）
△3,291 6 △3,285 △38 △3,323

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△3,291 6 △3,285 △38 △1,163

平成19年３月31日　残高

（百万円）
29,594 6 29,600 62 70,480

 （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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）棚卸資産

　先入先出法による低価法であります。

ただし、販売用不動産は個別法による原価

法によっております。

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）棚卸資産

同左

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）棚卸資産

同左

(2）有価証券 (2）有価証券 (2）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

株式…中間決算日前１ヶ月の市場価格

の平均に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定)

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

株式…決算日前１ヶ月の市場価格の平

均に基づく時価法

(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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(3）デリバティブ

…時価法

(3）デリバティブ

同左

(3）デリバティブ

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く）については、

定額法によっております。

　なお、取得価額10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産については、３年間で均

等償却する方法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　建物（建物附属設備を除く）

　  ①平成10年３月31日以前に取得したも

の

　    旧定率法によっております。

　  ②平成10年４月１日から平成19年３月

31日までに取得したもの

　    旧定額法によっております。

  　③平成19年４月１日以降に取得したも

の

　    定額法によっております。

　建物以外（建物附属設備を含む）

　  ①平成19年３月31日以前に取得したも

の

　    旧定率法によっております。

  　②平成19年４月１日以降に取得したも

の

　    定率法によっております。

　なお、取得価額10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産については、３年間で均

等償却する方法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く）については、

定額法によっております。

　なお、取得価額10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産については、３年間で均

等償却する方法を採用しております。

 （会計処理方法の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間会計期間

より、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更による当中間会計期間の損益に与

える影響は軽微であります。

――――――
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて計上し

ております。この変更による当中間会計期

間の損益に与える影響は軽微であります。

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、ソフトウェア（自社利用分）につ

いては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）投資評価引当金

――――――

(2）投資評価引当金

　市場価格がない株式について、実質価額

を適正に評価するため、投資先の財政状態

等を勘案し、計上を要すると認められる金

額を計上しております。

(2）投資評価引当金

同左

  （追加情報）

　市場価格がない株式について、実質価額

を適正に評価するため、投資評価引当金を

設定し、繰入額を特別損失の「投資評価引

当金繰入額」に計上した結果、税引前当期

純利益が1,685百万円減少しております。

(3）賞与引当金

　従業員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。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

同左

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業

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、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（13年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間（14年）による定額法に

より費用処理しております。

　なお、執行役員部分については、執行役

員の退職慰労金の支出に備えるため、内規

に基づく中間会計期間末要支給額を計上し

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、当事業

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、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（13年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時における従

業員の平均残存勤務期間（14年）による定

額法により費用処理しております。

　なお、執行役員部分については、執行役

員の退職慰労金の支出に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(5）役員退職慰労引当金

（追加情報）　

　当社は従来、役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく中間会計期間末

要支給額を計上しておりましたが、当中間

会計期間において、取締役及び監査役に関

する退職慰労金制度を廃止いたしました。

これに伴い、「役員退職慰労引当金」を取

崩し、当中間会計期間末における未払額

493百万円については、固定負債の「長期

未払金」に計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

――――――

(5）役員退職慰労引当金

（追加情報）　

　当社は従来、役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく期末要支給額を

計上しておりましたが、当事業年度におい

て、取締役及び監査役に関する退職慰労金

制度を廃止いたしました。これに伴い、

「役員退職慰労引当金」を取崩し、当事業

年度末における未払額493百万円について

は、流動負債の「未払金」に34百万円、固

定負債の「長期未払金」に459百万円を計

上しております。

４．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。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左

５．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は、振当処理を

行っております。

５．ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

５．ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

：為替予約取引

ヘッジ対象 

：外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取

引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　資産・負債に係る為替変動リスクをヘッ

ジするためにデリバティブ取引を利用して

おります。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約締結時に、リスク管理方針に従

い、同一通貨建てによる同一金額で同一期

日の為替予約等を振り当てているため、そ

の後の為替相場の変動による相関関係は完

全に確保されているので、中間決算日にお

ける有効性の評価を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　  　　　　　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約締結時に、リスク管理方針に従

い、同一通貨建てによる同一金額で同一期

日の為替予約等を振り当てているため、そ

の後の為替相場の変動による相関関係は完

全に確保されているので、決算日における

有効性の評価を省略しております。

６．消費税及び地方消費税の会計処理方法

　税抜方式によっております。なお、「仮払

消費税」「仮払地方消費税」と「仮受消費

税」「仮受地方消費税」は相殺のうえ流動資

産の「その他」に含めて表示しております。

６．消費税及び地方消費税の会計処理方法

　　　　　　　　同左

６．消費税及び地方消費税の会計処理方法

　税抜方式によっております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

72,660百万円であります。

　なお、当中間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、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

―――――― （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。 

　従来の資本の部の合計額に相当する金額は

70,412百万円であります。

　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、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。

（役員賞与に関する会計基準）　

　役員賞与については、従来は利益処分によ

り未処分利益の減少として会計処理しており

ましたが、当中間会計期間より「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、発生時に費用処

理しております。

　これに伴い、役員賞与の未払額を流動負債

の「その他」に計上しております。

　この変更による当中間会計期間の損益に与

える影響は軽微であります。

―――――― （役員賞与に関する会計基準）

　役員賞与については、従来は利益処分によ

り未処分利益の減少として会計処理しており

ましたが、当事業年度より「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、発生時に費用処理し

ております。

　これに伴い、役員賞与の未払額を流動負債

の「未払金」に計上しております。

　この変更による当事業年度の損益に与える

影響は軽微であります。

表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

    至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

    至　平成19年９月30日）

（中間貸借対照表）

　「繰延税金負債」は、前中間会計期間まで、固定負債の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において負債及び

純資産の合計額の100分の５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「繰延税金負債」の金額は2,379百万円

であります。

――――――
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注記事項

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　１．営業外収益の主要項目 　１．営業外収益の主要項目 　１．営業外収益の主要項目

受取利息 151百万円

受取配当金 418

受取利息 202百万円

受取配当金 431

受取利息 345百万円

受取配当金 729

　２．営業外費用の主要項目 　２．営業外費用の主要項目 　２．営業外費用の主要項目

支払利息 276百万円 支払利息 367百万円 支払利息 597百万円

　３．特別利益の主要項目 　３．特別利益の主要項目 　３．特別利益の主要項目

関係会社株式売却益 144百万円

貸倒引当金戻入益 164 

固定資産売却益 119百万円

投資有価証券売却益 44 

受取損害賠償金 264百万円

貸倒引当金戻入益 164 

関係会社株式売却益 144 

固定資産売却益 131 

　４．　　　　 ―――――― 　４．特別損失の主要項目 　４．特別損失の主要項目

貸倒引当金繰入額 471百万円

(財政状態が悪化している関係会社に

対するもの)

投資評価引当金繰入額 1,685百万円

貸倒引当金繰入額 739

(財政状態が悪化している関係会社に

対するもの)

ゴルフ会員権評価損 121 

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 138百万円

無形固定資産 33

有形固定資産 127百万円

無形固定資産 28

有形固定資産 276百万円

無形固定資産 65
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（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

　１.有形固定資産減価償却累計額 　１.有形固定資産減価償却累計額 　１.有形固定資産減価償却累計額

5,006百万円 4,940百万円 4,893百万円

　２.担保資産

 　   取引保証金の代用としての担保差入額

      (差入資産は投資有価証券)

　２.担保資産

 　   取引保証金の代用としての担保差入額

      (差入資産は投資有価証券)

　２.担保資産

 　   取引保証金の代用としての担保差入額

      (差入資産は投資有価証券)

　 8,832百万円 　 6,676百万円 　 7,855百万円

３.偶発債務

 　(イ)保証債務

下記の各社の銀行借入等に保証を行っ

ております。

SUMIKA TECHNOLOGY CO., LTD.

 1,613百万円

INABATA FRANCE S.A.S.

 1,198  

PT. S-IK INDONESIA

 624  

SIK VIETNAM CO.,LTD.

 565  

INABATA INDUSTRY & TRADE 

(DALIAN F.T.Z.) CO., LTD.

 501  

PT. INABATA INDONESIA

 395  

INABATA THAI CO., LTD.

 236  

TAKAHASHI PLASTICS LTD.

 215  

参共化成工業㈱

 150  

S-IK COLOR PHILS., INC.　　

 106  

その他９社

 361  

合計 5,968百万円

３.偶発債務

 　(イ)保証債務

下記の各社の銀行借入等に保証を行っ

ております。

SUMIKA TECHNOLOGY CO., LTD.

 1,556百万円

NOBEL NC CO.,LTD.

 1,072  

INABATA INDUSTRY & TRADE 

(DALIAN F.T.Z.) CO., LTD.

 546  

INABATA FRANCE S.A.S.

 409  

INABATA THAI CO., LTD.

 369  

㈱オラージュ

 300  

JIANGYIN TSI CHEMICALS CO.,LTD.

 230  

稲畑ファインテック㈱

 168  

INABATA SINGAPORE (PTE.) LTD.

 155  

参共化成工業㈱

 150  

その他10社

 601  

合計 5,561百万円

３.偶発債務

 　(イ)保証債務

下記の各社の銀行借入等に保証を行っ

ております。

INABATA INDUSTRY & TRADE 

(DALIAN F.T.Z.) CO., LTD.

 679百万円

SUMIKA TECHNOLOGY CO.,LTD.

 657  

SIK VIETNAM CO.,LTD.

 567  

INABATA FRANCE S.A.S.

 471  

PT. S-IK INDONESIA

 360  

INABATA THAI CO., LTD.

 309  

TAKAHASHI PLASTICS LTD.

 271  

NOBEL NC CO.,LTD.

 245  

INABATA SINGAPORE (PTE.) LTD.

 205  

JIANGYIN TSI CHEMICALS CO.,LTD.

 158  

その他10社

 591  

合計 4,518百万円

(ロ)受取手形割引高 24百万円 (ロ)受取手形割引高 107百万円 (ロ)受取手形割引高 62百万円

４．新規投資における資金需要に対して即

座にかつ柔軟に対応するため、ゴールド

マン・サックス証券会社東京支店と貸出

コミットメント契約を締結しております。

４．新規投資における資金需要に対して即

座にかつ柔軟に対応するため、ゴールド

マン・サックス証券株式会社東京支店と

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。

４．　　　　　　同左

貸出コミットメントの総額 5,000百万円

借入実行残高 2,500 

差引額 2,500百万円

貸出コミットメントの総額 2,899百万円

借入実行残高 2,899 

差引額 －百万円

貸出コミットメントの総額 3,099百万円

借入実行残高 3,099 

差引額 －百万円

　５．中間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、当中間会計期間末日が金融機関

の休日であったため、次の中間会計期間

末日満期手形が、中間会計期間末残高に

含まれております。

　５．　　　　　同左 　５．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、当事業年度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

当事業年度末残高に含まれております。

受取手形 3,052百万円

支払手形 2,957 

受取手形 2,806百万円

支払手形 1,379 

受取手形 2,927百万円

支払手形 1,756 
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30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）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　（注） 67,915 196 － 68,111

合計 67,915 196 － 68,111

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30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）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　（注） 68,423 124 134 68,413

合計 68,423 124 134 68,413

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　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　（注） 67,915 508 － 68,423

合計 67,915 508 － 68,423

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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 1,162.34円

１株当たり中間純利益金

額
26.24円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
26.13円

１株当たり純資産額 1,029.07円

１株当たり中間純利益金

額
10.40円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
10.31円

１株当たり純資産額 1,086.46円

１株当たり当期純利益金

額
12.96円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
12.86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。

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（百万円） 1,641 674 814

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,641 674 814

期中平均株式数（株） 62,555,460 64,854,322 62,820,675

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（株） 252,665 565,518 501,682

（うち新株予約権）（株） (252,665) (565,518) (501,682)

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

－ － －

６．その他
該当事項はありません。
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