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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 23,205 △8.5 △1,240 － △1,348 － △895 －

18年９月中間期 25,362 11.7 1,366 83.3 1,228 73.4 546 －

19年３月期 50,307 － 1,656 － 1,286 － 326 －

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 △21.42 －

18年９月中間期 13.80 －

19年３月期 8.27 －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 26百万円 18年９月中間期 21百万円 19年３月期 53百万円

(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 59,973 10,320 15.8 226.11

18年９月中間期 53,190 11,343 18.5 248.93

19年３月期 60,916 11,501 17.6 255.74

（参考）自己資本 19年９月中間期 9,454百万円 18年９月中間期 9,827百万円 19年３月期 10,693百万円

(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 618 △2,811 2,139 3,497

18年９月中間期 1,006 △2,537 3,260 4,342

19年３月期 1,062 △10,374 10,142 3,480

２．配当の状況

１株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － 5.00 5.00

20年３月期 － －
5.0020年３月期

（予想） － 5.00

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 51,000 1.4 △700 － △1,000 － △600 － △14.35
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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、18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、

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」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 42,563,231株 18年９月中間期 39,814,331株 19年３月期 42,563,231株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 749,844株 18年９月中間期 333,421株 19年３月期 746,874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、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 13,964 △29.7 △1,517 － △1,095 － △677 －

18年９月中間期 19,851 3.3 938 194.9 856 125.1 418 －

19年３月期 35,559 － 671 － 644 － 81 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円　銭

19年９月中間期 △16.08

18年９月中間期 10.53

19年３月期 2.05

(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 46,557 8,812 18.9 209.16

18年９月中間期 44,682 9,113 20.4 230.34

19年３月期 46,923 9,848 21.0 233.75

（参考）自己資本 19年９月中間期 8,812百万円 18年９月中間期 9,113百万円 19年３月期 9,848百万円

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 29,000 △18.4 △1,900 － △1,500 － △650 － △15.43

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当資料に記載の業績予想は、決算発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、リスクや不確

実性を含んでおります。実際の業績は、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に

関する事項は４ページ「通期の見通し」をご参照下さい。
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１．経営成績
(１）経営成績に関する分析

業績全般の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、生産の一部に弱さが見られるものの、企業収益の改善や堅調な民間

設備投資に支えられ、穏やかな景気の回復基調を示しています。しかし、米国ではサブプライムローン問題から景

気が減速の兆候を示しつつあり、これが欧州における影響の不透明感にもつながっています。一方、アジアでは中

国を中心に好調を維持しています。

　このような経済状況のもとで、当社グループは、主力のプラスチック材料加工分野において、フラットパネルディ

スプレイ（以下、ＦＰＤと略す。）関連製品や半導体関連製品が前連結会計年度の下半期の調整局面から出荷量に

おいては回復基調となっているものの、特にＦＰＤ関連製品が最終製品の価格低下を受けた売価下落や競争の激化

という状況に置かれたことから、前年同期に比べ減収を余儀なくされました。また、利益面におきましても、前連

結会計年度における先行投資の負担や税制改正に伴う減価償却費負担増に加え、重油価格高騰による原燃料価格の

上昇の影響を受け大幅な減益と、大変厳しい内容となりました。

　この結果、当中間連結会計期間の売上高は、前年同期に比べ21億５千７百万円減少し232億５百万円（△8.5％）

となりました。

　利益面につきましては、営業損益は前年同期に比べ26億６百万円減少し12億４千万円の営業損失、経常損益は前

年同期に比べ25億７千６百万円減少し13億４千８百万円の経常損失、中間純損益は前年同期に比べ14億４千２百万

円減少し８億９千５百万円の中間純損失となりました。

 

事業の種類別セグメントの状況

当社グループは、当中間連結会計期間にはプラスチック材料加工事業と製紙・塗工紙関連事業の２つの事業分野

（セグメント）を中心に事業を展開しました。

（プラスチック材料加工事業）

ＦＰＤ関連事業は、最終製品の価格低下を受けた売価下落や競争の激化という厳しい状況下、前年同期に比べ売

上高が減少し、大幅な減益となりました。

半導体関連のテープ事業及び精密加工事業は、個々の製品レベルでは差異があるものの、全般として低調に推移

し、前年同期に比べ売上高が減少し、減益となりました。

化成品（トナー）事業は、中国工場が本格的に立ち上がり拡販に寄与したことから、売上高は前年同期に比べ大

幅に増加し、増益となりました。

以上の結果、売上高は142億７百万円（前年同期比△10.6％）となり、営業損益は前年同期に比べ30億２千８百万

円減少し、12億６千３百万円の営業損失となりました。

（製紙・塗工紙関連事業）

　洋紙事業は、比較的安定した市況を受け、前年同期に比べ売上高は微増となりました。塗工紙事業は、主力製品

の一部が製品寿命を迎える中で拡販と新規製品の立上げに注力しましたが、売上高は前年同期に比べ減少しました。

また、機能紙事業は、新規顧客の開拓と拡販を進めましたが、売上高は前年同期に比べ減少しました。

製紙・塗工紙関連事業の利益面につきましては、原油価格高騰の影響を受けた原燃料費等のコストアップという

環境の中、昨年10月に分社した新巴川製紙株式会社を始めとして各部門における生産性向上等のコスト削減努力の

結果、前年同期に比べ損失が大幅に減少しました。

以上の結果、売上高は87億３千２百万円（前年同期比△5.0％）となりましたが、営業損益では前年同期に比べ損

失が４億３百万円縮小し、１億７千万円の営業損失となりました。

（参考）セグメント別の概況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円　比率：％）

 売上高 営業利益

 前中間期 当中間期 増減率 前中間期 当中間期 増減率

プラスチック材料加工事業 15,886 14,207 △10.6 1,764 △1,263 －

製紙・塗工紙関連事業 9,188 8,732 △5.0 △573 △170 －

その他の事業 287 265 △7.8 148 139 △6.1

　　 計 25,362 23,205 △8.5 1,339 △1,294 －

消去または全社 － － － 26 53 104.9

　　連結 25,362 23,205 △8.5 1,366 △1,240 －
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所在地別セグメントの状況

（日本）

当中間連結会計期間の日本における売上高は、プラスチック材料加工事業で大幅に減少したことから、前年同期

比で26億５千万円減少し194億８千９百万円となりました。営業損益につきましては、前年同期比25億３千万円減益

の12億８千７百万円の損失を計上しました。

（北米）

当中間連結会計期間の北米における売上高は、化成品（トナー）事業を中心に、前年同期比で５千６百万円増加

し25億４千４百万円となりました。しかし、営業損益につきましては、インクジェット用紙の販売が減少したこと

などから、前年同期比１億７千５百万円減益の５千５百万円の損失となりました。

（欧州）

当中間連結会計期間の欧州における売上高は、インクジェット用紙の販売が減少したことなどから、前年同期比

で１億７千３百万円減少し４億６千６百万円となりました。これに伴い、営業利益は前年同期比６百万円減少し７

百万円となりました。

（アジア）

前連結会計年度から活動を開始したアジアにおける生産・販売拠点が、当中間連結会計期間になると本格的に業

績に寄与し、売上高として前年同期比６億９百万円増加し７億４百万円を計上しました。営業損益につきましては、

前年同期が立上げ諸費用の発生により営業損失を計上したのに対し、当中間連結会計期間では、９千万円の営業利

益を計上しました。

通期の見通し

今後のわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の失速や原油価格のさらなる高騰の影響な

どの懸念材料で不透明感が増すことが予想されます。

当社グループを取り巻く経営環境も、前述したプラスチック材料加工事業分野におけるＦＰＤ関連事業や半導体

関連事業では、さらなる競争の激化により今後暫く厳しい状況が続くものと予想されます。このような状況におい

て、当社グループは収益体質の抜本的改善を最優先課題とし、調達コストの削減ならびに生産効率・歩留り向上等

の各種コスト削減策を強力に推進し原価低減を図ってまいります。なお、この収益改善対策の一環として、８月に

は重油ボイラーによる自家発電と工場用蒸気製造を中止し、高騰を続ける重油から購入電力とＬＮＧにエネルギー

転換をいたしました。また、開発型企業として新製品の開発と新規顧客の開拓を一層強化し、さらに既存製品の積

極的な拡販や原燃料コストアップの製品価格への反映努力を通じ、売上高の維持・向上を図ってまいります。

通期の見通しにつきましては、平成19年８月９日に公表した通期（平成20年３月期）の業績予想のとおり、連結

売上高510億円、営業損失７億円、経常損失10億円、当期純損失６億円を見込んでおります。

(２）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

当中間連結会計期間末における資産の合計は、599億７千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億４千３百

万円の減少となりました。流動資産は236億７千４百万円で、前連結会計年度末に比べ11億２千５百万円減少してお

り、その主な要因は売上高の減少等により受取手形及び売掛金が減少したことによるものです。固定資産は362億９

千８百万円で、前連結会計年度末に比べ１億８千１百万円の増加となりました。

負債の合計は、496億５千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億３千６百万円の微増となりました。この

うち流動負債は278億５千１百万円で、前連結会計年度末に比べ42億６百万円増加しており、その主な要因は短期借

入金及び１年以内に返済する長期借入金の増加によるものです。また固定負債は218億１百万円で、長期借入金の一

部が１年以内に返済する長期借入金として流動負債に計上されたことから、前連結会計年度末に比べ39億６千９百

万円の減少となりました。なお、当中間連結会計期間末における有利子負債残高は、297億９千５百万円と、前連結

会計年度末に比べ23億６千５百万円の増加となりました。

純資産の合計は、103億２千万円となり、前連結会計年度末に比べ11億８千万円の減少となりました。その主な要

因は当中間連結会計期間に８億９千５百万円の中間純損失を計上した結果、利益剰余金が減少したことによるもの

です。以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.8％減少し、15.8％となりました。
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②キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１千７

百万円増加し34億９千７百万円となりました。

（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ける営業活動による資金の増加は、６億１千８百万円となり、前中間連結会計期間に

比べ３億８千７百万円（△38.5％）の減少となりました。これは主に、売上債権が減少したものの、税金等調整

前中間純損益が大幅に減少したことによっております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、28億１千１百万円となり、前中間連結会計期間に

比べ２億７千４百万円（＋10.8％）の支出増となりました。これは主に、前連結会計年度に引き続き、大型の事

業投資に伴う有形固定資産の取得による支出によっております。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は、21億３千９百万円となり、前中間連結会計期間に

比べ11億２千１百万円（△34.4％）の減少となりました。これは主に、事業投資資金の一部を手許資金で賄った

ことによっております。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

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
平成19年９月

中間期

自己資本比率（％） 18.8 21.1 21.4 17.6 15.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
36.3 35.7 44.9 25.8 22.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
6.2 3.7 3.8 25.8 24.1

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
10.6 17.0 14.4 3.1 2.1

　　　　　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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

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

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

４．有利子負債は連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。

(３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、中長期的視点に立って着実に株主価値を向上させることを目標としており、株主に対する適正な利益還

元を経営の最重要課題として位置付けております。

　配当につきましては、業績に対応した配当を行うことを基本方針としつつ、自己株式の取得も適宜実施しながら、

内部留保の確保や、財務体質の強化等を総合的に勘案して決定してまいります。なお、内部留保につきましては、

変化する事業環境に対応した新製品・新技術の研究開発や設備投資等に充当し、会社の競争力の維持・強化を図り、

株主価値の向上に努めます。

当期の配当につきましては、ＦＰＤ関連事業や半導体関連事業において暫く厳しい状況が続くと見込まれ、これ

に減価償却費の負担増等で厳しい業績を予想しておりますが、前期と同様に期末に一株当たり５円の配当とさせて

いただく予定です。
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(４）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財務状況及びキャッシュ・フロー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（平成19年９月30日）現在において当社グルー

プが判断したものであり、事業等のリスクはこれに限られるものではありません。

①ＦＰＤ市場変動による影響

　当社グループのプラスチック材料加工事業のうち、ＦＰＤ向け光学フィルムは液晶パネルやプラズマパネルに

使用されております。この市場は、顧客の生産・在庫調整の実施の影響を受けやすく、また競合他社とのシェア

及び価格面での競争が激化しており、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

②半導体市場変動による影響

　当社グループは、エレクトロニクス業界、特に半導体市場向けに製品を販売しております。半導体市場向けビ

ジネスは、技術革新等により飛躍的な成長が期待できる反面、需給バランスが崩れることで、市場が一時的に縮

小するというリスクがあります。予期せぬ規模での急激な市場の縮小が発生した場合には、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。

③主要原材料、燃料価格の変動

　当社グループは、プラスチックフィルムをはじめとする各種石化製品等を原材料として使用し、また燃料とし

てＬＮＧを使用しています。購入に際しては市況動向を見極めるよう努めておりますが、在庫水準や需給バラン

スの崩れにより価格が急激に変動した場合、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海外の事業展開に伴う影響

　当社グループは、ビジネスの拡大を目指し、北米、欧州並びにアジアに対しグローバルな事業展開を積極的に

推進しております。これに伴いテロ、政変等の治安悪化、予期せぬ法令・税制等の変更、電力・水等の社会イン

フラ障害等の事象が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤知的財産権をめぐる影響

　技術志向型企業である当社グループは、有効な知的財産権を構築することで事業活動を優位に進めております。

しかし知的財産権をめぐって、他社との間で予期せぬ係争や特許侵害等の問題が生じた場合は、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥外国為替変動による影響

　当社グループは北米、欧州及びアジアに現地法人を持つため、各地域における現地通貨建て財務諸表を連結財

務諸表作成等のために円換算しております。従って換算時の為替レートにより評価価値が変動し、結果として当

社グループの業績に影響する可能性があります。

⑦取引先の信用リスクによる影響

　当社グループは、定期的な信用情報の収集とそれに基づく与信限度額の見直しを行うなど、信用リスク発生の

防止・軽減に備えています。しかしながら、取引先における予期せぬ突然の破綻等の事態が発生した場合には、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧東海地震発生による影響

　当社グループの主な生産拠点は、東海地震で被害を被ることが予想される静岡県静岡市にあります。当社グルー

プでは、生産設備等への耐震補強工事、生産拠点の分散、地震保険の付保や地震災害時発生型ファイナンスの導

入など、地震対策には万全を期しております。しかし、東海地震が発生した場合、その規模によっては相当期間、

生産、営業活動に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
最近の有価証券報告書（平成19年６月27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

　当社グループは、1914年の創業以来「誠実・社会貢献・開拓者精神」を「創業精神」として事業に挺身してまい

りました。当社グループはこの「創業精神」を経営理念として掲げ、時代が求める様々なニーズに応えて新しい価

値を提供し続ける開拓者として、誠実な企業活動を通じ持続的な成長を続け社会に貢献することを経営の基本方針

としております。

　当社グループは、技術志向型企業として、90余年の歴史に培われた「抄紙、塗工、粉体、粘・接着」といった中

核技術及びその周辺技術を有するとともに、新たな技術開発にも積極的に挑戦しております。当社グループの事業

戦略は、これら技術をベースとし、単にお客様に製品を供給する企業から、研究開発プロセスと生産プロセスとい

う、プロセスを提供する企業となることにあります。

今後ともこれらの取り組みをさらに徹底させ、激しく変化する事業環境に対して、常に危機感を持って自律的に進

化を続け、成長を通じて社会に貢献するエクセレント・カンパニーを目指してまいります。

(２）目標とする経営指標

　当社グループは、経営指標として平成21年３月期には、売上高570億円、経常利益20億円を目指しております。

(３）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループの中長期的な経営戦略は、プラスチック材料加工事業については「経営資源を集中投入し、大幅な

成長を目指す成長事業」として、製紙・塗工紙関連事業については「必要な経営資源の投入により収益の最大化を

目指す収益事業」及び「フリーキャッシュフローの最大化を目指す成熟事業」と位置付け、それぞれに経営資源の

投入配分を明確化した事業ポートフォリオ戦略を構築しております。

(４）会社の対処すべき課題

　内外の諸情勢からみて、今後とも事業環境の変化が予想される中、当社グループは当面の主要課題を次のように

捉え、重点的に取り組んでまいります。

①ＦＰＤ関連事業及び半導体関連事業の収益体質の早期回復

事業環境が激変しているＦＰＤ関連事業及び半導体関連事業におきましては、新規顧客の開拓を含めたマーケ

ティング強化と拡販、生産効率の向上を含めた原価低減、各種部材調達コストの低減、新製品開発の加速と早期

上市などを盛り込んだ総合的な収益改善対策を推進し、当該事業分野の収益体質の早期回復を図ります。

②大規模な事業投資の早期事業化と収益への寄与

前連結会計年度に実施した各種の大型プロジェクト投資につきましては、いくつかの案件が既に立ち上がって

おります。事業化につながった案件では収益拡大に向けた取り組みを推進するとともに、事業化を目前に控えて

いる案件につきましては、その早期立上げに注力します。

③製紙・塗工紙関連事業の黒字体質の確立

収益改善が進んでいる製紙・塗工紙関連事業につきましては、既存製品の徹底したコスト削減を継続的に実行

するとともに、事業構造転換を目指して導入した設備の稼働と新製品開発の加速により、黒字体質への早期転換

を目指します。

④新規事業の立上げと新製品開発体制の強化

当社グループは、技術志向型企業として持続的な成長を遂げるため、お客様のニーズに対応した新製品開発体

制を敷くとともに、「先端素材の加工技術」を中心に研究開発を推進し、事業領域の拡大を目指します。
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⑤事業体制の整備及び再編

事業を取り巻く環境変化が激しい時代、連結事業部体制の再編や強化など、当社グループのシナジー効果をよ

り高める施策を適時実施してまいります。

⑥内部統制システムの強化

当社は、創業精神の「誠実」を旨とする高い企業倫理に従って、TOMOEGAWAグループの企業活動を進めていくと

ともに、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保する

ための体制の整備に関する基本方針を定めております。また、金融商品取引法で新たに求められている財務報告

に係わる事項も含め、内部統制システムのさらなる強化に努めてまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 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）

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）

対前期比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金   4,352   3,512   3,490   

２　受取手形及び売掛金 ※５  9,049   7,769   8,677   

３　棚卸資産 ※２  10,631   10,984   10,746   

４　その他   1,249   1,438   1,916   

貸倒引当金   △32   △31   △30   

流動資産合計   25,251 47.5  23,674 39.5  24,800 40.7 △1,125

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※
１
２

          

(1）建物及び構築物  7,514   10,671   9,875    

(2）機械装置及び運搬具  8,070   11,686   10,962    

(3）土地  3,315   4,213   4,092    

(4）建設仮勘定  2,500   2,495   4,450    

(5）その他  1,308 22,709 42.7 1,562 30,629 51.0 1,574 30,956 50.8 △326

２　無形固定資産   842 1.6  1,187 2.0  931 1.5 255

３　投資その他の資産            

(1）投資有価証券 ※
２
３

2,458   2,044   2,364    

(2）その他  1,935   2,443   1,871    

貸倒引当金  △5 4,387 8.2 △7 4,481 7.5 △7 4,228 7.0 253

固定資産合計   27,938 52.5  36,298 60.5  36,116 59.3 181

資産合計   53,190 100.0  59,973 100.0  60,916 100.0 △943
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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）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

対前期比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形及び買掛金 ※５  10,608   8,666   9,281   

２　短期借入金 ※３  1,454   7,570   4,439   

３　１年以内に返済する
長期借入金

※２  675   4,210   1,437   

４　１年以内償還社債 ※２  1,185   530   260   

５　未払費用   ―   3,009   2,757   

６　賞与引当金   637   663   639   

７　設備関係支払手形 ※５  853   581   177   

８　その他 ※３  6,479   2,618   4,653   

流動負債合計   21,893 41.2  27,851 46.4  23,644 38.8 4,206

Ⅱ　固定負債            

１　社債 ※２  530   ―   500   

２　長期借入金 ※２  15,201   17,484   20,793   

３　退職給付引当金   3,824   3,409   3,545   

４　役員退職慰労引当金   ―   205   198   

５　負ののれん   ―   72   80   

６　その他   397   629   653   

固定負債合計   19,953 37.5  21,801 36.4  25,770 42.3 △3,969

負債合計   41,847 78.7  49,652 82.8  49,415 81.1 236

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   1,990 3.8  1,990 3.3  1,990 3.3 ―

２　資本剰余金   1,387 2.6  2,542 4.3  2,542 4.2 △0

３　利益剰余金   6,214 11.7  4,888 8.2  5,994 9.8 △1,106

４　自己株式   △141 △0.3  △276 △0.5  △275 △0.4 △1

株主資本合計   9,451 17.8  9,145 15.3  10,252 16.9 △1,107

Ⅱ　評価・換算差額等            

１　その他有価証券評価差
額金

  666 1.2  497 0.8  677 1.1 △179

２　繰延ヘッジ損益   △6 △0.0  0 0.0  △2 △0.0 2

３　為替換算調整勘定   △284 △0.5  △189 △0.3  △233 △0.4 44

評価・換算差額等合計   376 0.7  309 0.5  441 0.7 △131

Ⅲ　少数株主持分   1,515 2.8  866 1.4  807 1.3 58

純資産合計   11,343 21.3  10,320 17.2  11,501 18.9 △1,180

負債純資産合計   53,190 100.0  59,973 100.0  60,916 100.0 △943
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成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
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)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   25,362 100.0  23,205 100.0 △2,157  50,307 100.0

Ⅱ　売上原価   20,546 81.0  20,866 89.9 319  41,480 82.5

売上総利益   4,816 19.0  2,339 10.1 △2,476  8,826 17.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  3,450 13.6  3,580 15.4 130  7,169 14.2

営業利益又は営業損失(△)   1,366 5.4  △1,240 △5.3 △2,606  1,656 3.3

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  28   46    70   

２　受取配当金  15   20    26   

３　補償金  35   59    45   

４　生命保険配当金  40   20    40   

５　受取保険金  3   23    19   

６　持分法による投資利益  21   26    53   

７　その他  91 236 1.0 125 321 1.4 84 163 419 0.9

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  189   306    431   

２　為替差損  15   3    49   

３　シンジケートローン手数料  68   24    76   

４　その他  100 374 1.5 94 429 1.9 55 231 789 1.6

経常利益又は経常損失(△)   1,228 4.9  △1,348 △5.8 △2,576  1,286 2.6

Ⅵ　特別利益            

１　固定資産売却益 ※２ 123   339    123   

２　投資有価証券売却益  142   49    142   

３　国庫補助金等  94 360 1.4 1,206 1,594 6.9 1,234 94 360 0.7

Ⅶ　特別損失            

１　固定資産売却損 ※３ 1   0    3   

２　固定資産除却損 ※４ 99   39    141   

３　減損損失 ※５ ―   533    ―   

４　固定資産圧縮損  94   1,009    94   

５　投資有価証券評価損  ―   41    ―   

６　過年度役員退職慰労引当金
繰入額

 ―   ―    324   

７　役員退職金  182 377 1.5 ― 1,624 7.0 1,247 23 586 1.2

税金等調整前中間（当期）
純利益又は税金等調整前
中間純損失（△）

  1,211 4.8  △1,377 △5.9 △2,589  1,059 2.1

法人税、住民税及び事業税  421   115    390   

法人税等調整額  101 523 2.1 △663 △547 △2.3 △1,070 141 531 1.1

少数株主利益   142 0.5  65 0.3 △76  201 0.4

中間（当期）純利益又は
中間純損失（△）

  546 2.2  △895 △3.9 △1,442  326 0.6
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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) 1,990 1,377 5,909 △54 9,223

中間連結会計期間中の変動額

連結子会社増加に伴う減少   △46  △46

剰余金の配当（注）   △194  △194

役員賞与（注）   △0  △0

中間純利益   546  546

自己株式の取得    △103 △103

連結子会社による自己株式
の処分

 10  31 42

持分法適用会社の増加    △15 △15

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）

― 10 304 △87 227

平成18年９月30日　残高(百万円) 1,990 1,387 6,214 △141 9,451

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

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) 756 ― △326 430 512 10,167

中間連結会計期間中の変動額

連結子会社増加に伴う減少      △46

剰余金の配当（注）      △194

役員賞与(注)      △0

中間純利益      546

自己株式の取得      △103

連結子会社による自己株式
の処分

     42

持分法適用会社の増加      △15

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）

△90 △6 41 △54 1,002 948

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△90 △6 41 △54 1,002 1,175

平成18年９月30日　残高(百万円) 666 △6 △284 376 1,515 11,343

 (注)　当社及び連結子会社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) 1,990 2,542 5,994 △275 10,252

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △210  △210

中間純損失   △895  △895

自己株式の取得    △1 △1

自己株式の処分  △0  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）

― △0 △1,106 △1 △1,107

平成19年９月30日　残高(百万円) 1,990 2,542 4,888 △276 9,145

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

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) 677 △2 △233 441 807 11,501

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当      △210

中間純損失      △895

自己株式の取得      △1

自己株式の処分      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）

△179 2 44 △131 58 △72

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△179 2 44 △131 58 △1,180

平成19年９月30日　残高(百万円) 497 0 △189 309 866 10,320
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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) 1,990 1,377 5,909 △54 9,223

連結会計年度中の変動額

株式交換による増加  1,155  △3 1,151

連結子会社増加に伴う減少   △46  △46

剰余金の配当（注）   △194  △194

役員賞与（注）   △0  △0

当期純利益   326  326

自己株式の取得    △183 △183

連結子会社による自己株式
の処分

 10  31 42

持分法適用会社の増加    △15 △15

持分変動による自己株式の取得    △50 △50

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）

― 1,165 85 △221 1,029

平成19年３月31日　残高(百万円) 1,990 2,542 5,994 △275 10,252

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

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) 756 ― △326 430 512 10,167

連結会計年度中の変動額

株式交換による増加      1,151

連結子会社増加に伴う減少      △46

剰余金の配当（注）      △194

役員賞与(注)      △0

当期純利益      326

自己株式の取得      △183

連結子会社による自己株式
の処分

     42

持分法適用会社の増加      △15

持分変動による自己株式の取得      △50

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△79 △2 92 10 294 305

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△79 △2 92 10 294 1,334

平成19年３月31日　残高(百万円) 677 △2 △233 441 807 11,501

 (注)　当社及び連結子会社の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成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）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益
又は税金等調整前中間純損失
（△）

 1,211 △1,377 1,059

減価償却費  1,137 1,624 2,625

減損損失  ― 533 ―

貸倒引当金の増加額  7 0 7

役員退職慰労引当金の増加額  ― 6 ―

退職給付引当金の減少額  △177 △135 △456

役員退職慰労引当金繰入額  ― ― 34

受取利息及び受取配当金  △43 △66 △96

支払利息  189 306 431

為替差損  9 9 18

過年度役員退職慰労引当金繰入額  ― ― 324

投資有価証券売却益  △142 △49 △142

投資有価証券評価損  ― 41 ―

有形固定資産売却損益  △122 △338 △120

有形固定資産除却損  99 39 141

国庫補助金等  △94 △1,206 △94

固定資産圧縮損  94 1,009 94

売上債権の増加額（△）・減少額  △1,158 900 △773

棚卸資産の増加額  △757 △254 △853

仕入債務の増加額・減少額（△）  691 △622 △663

その他  888 685 575

小計  1,834 1,106 2,112

利息及び配当金の受取額  22 33 77

利息の支払額  △143 △292 △341

法人税等の支払額  △565 △249 △643

その他  △141 20 △142

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,006 618 1,062
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △2,605 △4,273 △10,334

有形固定資産の売却による収入  138 426 154

国庫補助金等の受入額  ― 1,206 ―

投資有価証券の取得による支出  △13 △3 △16

投資有価証券の売却による収入  354 68 354

子会社株式の取得による支出  ― ― △6

子会社株式の売却による収入  ― ― 19

その他  △411 △236 △544

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,537 △2,811 △10,374

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  △1,022 3,031 611

長期借入れによる収入  5,500 ― 12,170

長期借入金の返済による支出  △791 △534 △1,164

社債の償還による支出  △355 △230 △1,310

自己株式の売却による収入  42 0 42

自己株式の取得による支出  △103 △1 △183

少数株主からの払込による収入  240 ― 240

配当金の支払額  △193 △209 △193

少数株主への配当金の支払額  △3 △5 △3

その他  △53 87 △67

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,260 2,139 10,142

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △23 71 12

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  1,705 17 843

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,932 3,480 1,932

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物
の増加額

 704 ― 704

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※１ 4,342 3,497 3,480
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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 連結子会社の数　　　13社 連結子会社の数　　　14社 連結子会社の数　　　14社

 

 

連結子会社の名称

TOMOEGAWA HOLDINGS

AMERICA INC.

TOMOEGAWA(U.S.A.)INC.

TOMOEGAWA PAPER

AMERICA LLC

TOMOEGAWA EUROPE B.V.

TOMOEGAWA HONG KONG CO.,LTD．

㈱巴川ホールディングス恵州

巴川影像科技（恵州）有限公司

新巴川加工㈱

㈱テクニカ巴川

巴川物流サービス㈱

日本理化製紙㈱

㈱TFC(旧商号:㈱巴川ファイン

コーティング）

三和紙工㈱ 

このうち

TOMOEGAWA HONG KONG 

CO.,LTD.、㈱巴川ホールディ

ングス恵州、巴川影像科技(恵

州)有限公司、㈱ＴＦＣについ

ては重要性が増加したこと、及

び三和紙工㈱については持分比

率が増加したことにより連結子

会社に含めることとしておりま

す。

連結子会社の名称

TOMOEGAWA HOLDINGS

AMERICA INC.

TOMOEGAWA(U.S.A.)INC.

TOMOEGAWA PAPER

AMERICA LLC

TOMOEGAWA EUROPE B.V.

TOMOEGAWA HONG KONG CO.,LTD．

㈱巴川ホールディングス恵州

巴川影像科技（恵州）有限公司

新巴川製紙㈱

新巴川加工㈱

㈱テクニカ巴川

三和紙工㈱ 

巴川物流サービス㈱

日本理化製紙㈱

㈱TFC

連結子会社の名称

TOMOEGAWA HOLDINGS

AMERICA INC.

TOMOEGAWA(U.S.A.)INC.

TOMOEGAWA PAPER

AMERICA LLC

TOMOEGAWA EUROPE B.V.

TOMOEGAWA HONG KONG CO.,LTD．

㈱巴川ホールディングス恵州

巴川影像科技（恵州）有限公司

新巴川製紙㈱

新巴川加工㈱

㈱テクニカ巴川

三和紙工㈱

巴川物流サービス㈱

日本理化製紙㈱

㈱TFC(旧商号:㈱巴川ファイン

コーティング）

このうち

TOMOEGAWA HONG KONG 

CO.,LTD.、㈱巴川ホールディ

ングス恵州、巴川影像科技(恵

州)有限公司、㈱ＴＦＣについ

ては重要性が増加したこと及び

三和紙工㈱については持分比率

が増加したことにより連結子会

社に含めることとしております。

なお、新巴川製紙㈱については

平成18年10月２日に会社分割に

より設立しております。

 

 

非連結子会社名

巴川新興産㈱

非連結子会社名

巴川新興産㈱

巴川コリア㈱

非連結子会社名

巴川新興産㈱

巴川コリア㈱

 

 

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は小規模であり、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

な影響を及ぼしていないためであ

ります。

（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）

非連結子会社は小規模であり、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

響を及ぼしていないためでありま

す。

 

２　持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社数

１社

持分法適用の関連会社数

１社

持分法適用の関連会社数

１社

 

 

 

持分法適用の関連会社の名称

昌栄印刷㈱

なお、昌栄印刷㈱については、持

分比率が増加したことにより、持

分法の関連会社に含めることとし

ております。

非連結子会社１社及び関連会社２

社（TOMO IMAGING 

TECHNOLOGIES CO.,LTD.、日本

カード㈱）は、それぞれ中間連結

純損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外しております。

持分法適用の関連会社の名称

昌栄印刷㈱

非連結子会社２社及び関連会社１

社（日本カード㈱）は、それぞれ

中間連結純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外してお

ります。

持分法適用の関連会社の名称

昌栄印刷㈱

なお、昌栄印刷㈱については、持

分比率が増加したことにより、持

分法適用の関連会社に含めること

としております。

非連結子会社２社及び関連会社１

社（日本カード㈱）は、それぞれ

連結純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外しており

ます。
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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　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TOMOEGAWA 

HONG KONG CO.,LTD.、㈱巴川

ホールディングス恵州及び巴川

影像科技(恵州)有限公司の中間

決算日は、６月30日でありま

す。

中間連結財務諸表の作成に当

たっては、中間決算日現在の中

間財務諸表を使用しております。

ただし、中間連結決算日までの

期間に発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を

行っております。

同左 連結子会社のうちTOMOEGAWA 

HONG KONG CO.,LTD.、㈱巴川

ホールディングス恵州及び巴川

影像科技(恵州)有限公司の決算

日は、12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たって

は、決算日現在の財務諸表を使

用しております。ただし、連結

決算日までの期間に発生した重

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）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

 

 

 

時価のあるもの

…中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法

（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）

時価のあるもの

…同左

 

時価のあるもの

…決算日の市場価格等に基

づく時価法

（評価差額は全部純資産

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

 

 

②　デリバティブ

…時価法

②　デリバティブ

…同左

②　デリバティブ

…同左

 

 

③　棚卸資産

…主として移動平均法によ

る原価法

③　棚卸資産

…同左

③　棚卸資産

…同左

 

 

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

当社においては、建物及び構

築物については定額法、機械

装置及び運搬具、器具及び備

品については定率法を採用し

ております。また、連結子会

社においては、主として定額

法を採用しております。

主な耐用年数

建物及び構築物

８～47年

機械装置及び運搬具

３～14年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

当社においては、建物及び構

築物については定額法、機械

装置及び運搬具、器具及び備

品については定率法を採用し

ております。また、連結子会

社においては、主として定額

法を採用しております。

主な耐用年数

建物及び構築物

８～47年

機械装置及び運搬具

３～14年

 

 

 

 

 

（会計方針の変更）

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。 

これにより営業損失、経常損失

及び税金等調整前中間純損失は、

それぞれ16百万円増加しており

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

人税法改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産につ

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。

これにより営業損失、経常損失

及び税金等調整前中間純損失は、

それぞれ53百万円増加しており

ます。

 

 

 

 

 

 

②　無形固定資産

定額法

　　　 なお、自社利用のソフト

　　　 ウェアについては、社内に

　　　 おける利用可能期間(５年)

　　　 に基づいております。

②　無形固定資産

同左

　　　

②　無形固定資産

同左

 

 

 

 

(3）重要な引当金の計上基準

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、また貸

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

検討して回収不能見込額を計

上することとしております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 

 

②　賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額に基づき、

当中間連結会計期間の負担額

を計上することとしておりま

す。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額に基づき、

当連結会計年度の負担額を計

上することとしております。

 

 

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

することとしております。

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

以内の一定の年数（２年）に

よる定額法により費用処理す

ることとしております。

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による均等按

分額をそれぞれ　発生の翌連

結会計年度から費用処理する

こととしております。

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、当連結会

計年度末において発生してい

ると認められる額を計上する

こととしております。

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

以内の一定の年数（２年）に

よる定額法により費用処理す

ることとしております。

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による均等按

分額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理するこ

ととしております。
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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）

 

 

④　　 ―――――――

 

④　役員退職慰労引当金

当社の役員及び執行役員の退

職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく中間期末要支給

額を計上することとしており

ます。

④　役員退職慰労引当金

当社の役員及び執行役員の退

職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を

計上することとしております。

 (4）中間連結財務諸表の作成の基礎

となった連結会社の中間財務諸

表の作成に当たって採用した重

要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

(4）中間連結財務諸表の作成の基礎

となった連結会社の中間財務諸

表の作成に当たって採用した重

要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

(4）連結財務諸表の作成の基礎と

なった連結会社の財務諸表の作

成に当たって採用した重要な外

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

として処理することとしており

ます。なお、在外子会社等の資

産及び負債は、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

為替換算調整勘定に含めており

ます。また、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、換算差額は損

益として処理することとしてお

ります。

同左 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

て処理することとしております。

なお、在外子会社等の資産及び

負債は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めております。

また、収益及び費用は、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

て処理することとしております。

 

 

(5）連結子会社の会計処理基準の差

異

連結子会社のうち３社は、米国

（イリノイ州）に所在しており、

各社の財務諸表は米国において

一般に公正妥当と認められた会

計処理基準に準拠して作成され

ており、重要なリース取引の処

理方法を除き、親会社が採用し

ている基準と重要な差異はあり

ません。

(5）連結子会社の会計処理基準の差

異

同左

(5）連結子会社の会計処理基準の差

異

同左

 

 

(6）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。なお、米国に所在

している連結子会社については

通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

 

 

 

(7）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。

ただし、ヘッジ会計の特例処

理の要件を満たす金利スワッ

プ取引については、特例処理

を採用しております。

(7）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(7）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

ａ　ヘッジ手段

…先物為替予約取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段

…同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段

…同左

 

 

ヘッジ対象

…相場変動等による損失の

可能性がある外貨建予定

取引

ヘッジ対象

…同左

ヘッジ対象

…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）

 

 

ｂ　ヘッジ手段

…金利スワップ取引

ｂ　ヘッジ手段

…同左

ｂ　ヘッジ手段

…同左

 

 

ヘッジ対象

…変動金利又は固定金利建

借入金・社債

ヘッジ対象

…同左

ヘッジ対象

…同左

 

 

③　ヘッジ方針

当社グループは内規に基づき

「金融商品に係る会計基準」

に規定された要件を満たす

ヘッジ取引を行うこととして

おります。外貨建取引につい

ては、為替リスクの軽減、外

貨資金繰りの円滑化を目的と

して実需の範囲内で為替予約

取引を行っております。

スワップ取引については、借

入金等に係る金利変動リスク

の軽減を目的として借入金等

の残高を限度として金利ス

ワップ取引を行っております。

なお、当社グループは投機的

なデリバティブ取引は行わな

い方針であります。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

 

 

④　ヘッジの有効性評価の方法

事前評価の方法は、主として

回帰分析等統計的手法によっ

ております。

事後評価の方法は、比率分析

の手法によっております。

ただし、特例処理を採用して

いる金利スワップ取引につい

ては、有効性の評価を省略し

ております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

 

 

 

(8）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってお

ります。

(8）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(8）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理

同左

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

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ヶ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ価値の変動について

僅少なリスクしか負わない短期的な

投資からなっております。

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ヶ月以内に満期日の到来する流

動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ価値の変動について僅少なリス

クしか負わない短期的な投資から

なっております。
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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関す

る会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号　平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は9,833百万円であります。

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きまし

て、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。

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は10,696百万円であります。

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きましては、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。

――――――― ―――――――

 

 

 

(役員退職慰労引当金に関する会計処理)

当社の役員及び執行役員の退職慰労金は、

従来支出時の費用として処理しておりま

したが、「租税特別措置法上の準備金及

び特別法上の引当金又は準備金並びに役

員退職慰労引当金等に関する監査上の取

扱い」（監査・保証実務委員会報告第42

号（平成19年４月13日）日本公認会計士

協会）の公表を契機として当連結会計年

度から内規に基づく期末要支給額を役員

退職慰労引当金として計上する方法に変

更しております。

この変更により、当期発生額34百万円は

販売費及び一般管理費に計上し、過年度

対応額324百万円につきましては、特別

損失に計上しております。

この結果、従来の方法に比較して、営業

利益及び経常利益はそれぞれ34百万円減

少し、税金等調整前当期純利益は198百

万円減少しております。

なお、本報告が平成19年４月13日に公表

されたため、当中間連結会計期間は従来

の方法によっております。

従って、当中間連結会計期間は変更後の

方法によった場合に比べ営業利益及び経

常利益はそれぞれ16百万円、税金等調整

前中間純利益は182百万円多く計上され

ております。
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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）

１　前中間連結会計期間末まで、「未払費用」は流動負債

の「その他」に含めておりましたが、当中間連結会計

期間末において負債純資産の合計額の100分の５を超

えたため区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間末の「未払費用」の金額は

2,498百万円であります。

２　消費貸借契約により貸し付けている有価証券を担保と

して受け入れた金額を流動負債の「その他（預り金）」

として処理しておりましたが、当中間連結会計期間か

ら「短期借入金」として処理することに変更しており

ます。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

 １　営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

　　 券売却益」は、前中間連結会計期間は「その他」に

　　 含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増し

　　 たため区分掲記しております。

　　 なお、前中間連結会計期間の「投資有価証券売却益

　　 」は△56百万円であります。

 ２　財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の

　　 取得による支出」は、前中間連結会計期間は「その

　   他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性

　　 が増したため区分掲記しております。

　　 なお、前中間連結会計期間の「自己株式の取得によ

　　 る支出」は△１百万円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　　投資活動によるキャッシュ・フローの「国庫補助金等

の受入額」は、前中間連結会計期間は「その他」に含

めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。

　　なお、前中間連結会計期間の「国庫補助金等の受入

額」は94百万円であります。

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）

――――――― （役員退職慰労引当金に関する会計処理）

当社の役員及び執行役員の退職慰労金は、従

来支出時の費用として処理しておりましたが、

「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の

引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金

等に関する監査上の取扱い」（監査・保証実

務委員会報告第42号（平成19年４月13日）日

本公認会計士協会）の公表を契機として前連

結会計年度の下期から内規に基づく期末要支

給額を役員退職慰労引当金として計上する方

法に変更しております。

従って、前中間連結会計期間は変更後の方法

によった場合に比べ営業利益及び経常利益は

それぞれ16百万円、税金等調整前中間純利益

は182百万円多く計上されております。

―――――――
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成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

 

有形固定資産の減価償却累計額

36,811百万円

※１

 

有形固定資産の減価償却累計額

38,087百万円

※１

 

有形固定資産の減価償却累計額

37,297百万円

※２ 下記資産は下記借入金等の担保に供し

ております。

※２ 下記資産は下記借入金等の担保に供し

ております。

※２ 下記資産は下記借入金等の担保に供し

ております。

 (1）工場財団（用宗工場）  (1）工場財団（用宗工場）  (1）工場財団（用宗工場）

 土地 簿価 324百万円

建物及び構築物 〃 4,750

機械及び装置 〃 4,712

計  9,787

 土地 簿価 324百万円

建物及び構築物 〃 6,515

機械及び装置 〃 6,549

計  13,389

 土地 簿価 324百万円

建物及び構築物 〃 5,168

機械及び装置 〃 4,664

計  10,157

 １年以内に返済

する長期借入金
 373百万円

長期借入金  1,410

１年以内償還社

債に対する銀行

保証

 1,125

社債に対する銀

行保証
 500

計  3,408

 １年以内に返済

する長期借入金
 1,308百万円

長期借入金  101

１年以内償還社

債に対する銀行

保証

 500

計  1,910

 １年以内に返済

する長期借入金
 708百万円

長期借入金  887

１年以内償還社

債に対する銀行

保証

 200

社債に対する銀

行保証
 500

計  2,295

 (2）その他  (2）その他  (2）その他

 立木 簿価 162百万円

建物 〃 320

機械及び装置 〃 115

土地 〃 1,693

植林木 〃 119

投資有価証券 〃 236

計  2,647

 立木 簿価 161百万円

建物 〃 262

機械及び装置 〃 95

土地 〃 1,613

植林木 〃 119

投資有価証券 〃 205

計  2,457

 立木 簿価 161百万円

建物 〃 327

機械及び装置 〃 104

土地 〃 1,694

植林木 〃 119

投資有価証券 〃 230

計  2,638

 １年以内に返済

する長期借入金
 235百万円

長期借入金  1,931

計  2,166

 １年以内に返済

する長期借入金
 380百万円

長期借入金  2,220

計  2,600

 １年以内に返済

する長期借入金
 313百万円

長期借入金  2,427

計  2,741

※３ 「投資有価証券」には消費貸借契約に

より貸し付けている有価証券1,369百万

円が含まれております。なお、当該取

引による預り金は流動負債の「その他」

に含まれており、その金額は1,000百万

円であります。

※３ 「投資有価証券」には消費貸借契約に

より貸し付けている有価証券1,214百万

円が含まれております。なお、当該取

引による預り金は流動負債の「短期借

入金」に含まれており、その金額は

1,000百万円であります。

※３ 「投資有価証券」には消費貸借契約に

より貸し付けている有価証券1,353百万

円が含まれております。なお、当該取

引による借入金は流動負債の「短期借

入金」に含まれており、その金額は

1,000百万円であります。
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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）

４ (1）当社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行　20

行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

当中間連結会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次の

とおりであります。

４ (1）当社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行　20

行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

当中間連結会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次の

とおりであります。

４ (1）当社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行　20

行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

当連結会計年度末における当座貸

越契約及び貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。

 当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

17,000百万円

借入実行残高  　10,500

差引額  6,500

 当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

  17,000百万円

借入実行残高 17,000

差引額 ―

 当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

 17,000百万円

借入実行残高 13,000

差引額 4,000

 (2）当社においては、東海地震（マグ

ニチュード7.2以上）の発生等を条

件としたコミットメント期限付

タームローン予約契約を締結して

おります。

当中間連結会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次の

とおりであります。

 (2）当社においては、東海地震（マグ

ニチュード7.2以上）の発生等を条

件としたコミットメント期限付

タームローン予約契約を締結して

おります。

当中間連結会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次の

とおりであります。

 (2）当社においては、東海地震（マグ

ニチュード7.2以上）の発生等を条

件としたコミットメント期限付

タームローン予約契約を締結して

おります。

当連結会計年度末における当座貸

越契約及び貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。

 当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

4,000百万円

 当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

4,000百万円

 当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

4,000百万円

※５ 　中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理は、手形交換日をもって

決済処理しております。なお、当

中間連結会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の満期

手形が中間連結会計期間末日残高

に含まれております。

　受取手形　　　　　　7百万円

　支払手形　　　　　232

※５ 　中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理は、手形交換日をもって

決済処理しております。なお、当

中間連結会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の満期

手形が中間連結会計期間末日残高

に含まれております。

　受取手形　　　　　 10百万円

　支払手形　　　　　 71

　設備関係支払手形　 26  

※５ 　連結会計期間末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計

処理は、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当連結

会計年度の末日は金融機関の休日

であったため、次の満期手形が連

結会計年度末日残高に含まれてお

ります。

　受取手形　　　　　 10百万円

　支払手形　　　　　171

　設備関係支払手形    0
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成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。

※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。

※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。

 運送費 417百万円

貸倒引当金繰入額  1

給料手当  668

賞与引当金繰入額  122

退職給付費用  25

減価償却費  53

研究開発費  753

 運送費 385百万円

貸倒引当金繰入額 0

給料手当 686

賞与引当金繰入額 111

退職給付費用 26

役員退職慰労引当

金繰入額
32

減価償却費 58

研究開発費 839

 運送費    816百万円

貸倒引当金繰入額 3

給料手当 1,480

賞与引当金繰入額 141

退職給付費用 62

役員退職慰労引当

金繰入額
34

減価償却費 109

研究開発費 1,599

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

 土地 123百万円  土地 339百万円  機械装置及び運搬具   0百万円

土地 123

※３

 

固定資産売却損の内訳

  機械装置　　　　　　　　 1百万円

※３

 

固定資産売却損の内訳

  建物　　　　　　　　　　 0百万円

　機械装置　　　　　　　　 0

　その他の有形固定資産　　 0

※３

 

固定資産売却損の内訳

  機械装置及び運搬具　　　 2百万円

　その他の有形固定資産　　 0

※４ 固定資産除却損の内訳 ※４ 固定資産除却損の内訳 ※４ 固定資産除却損の内訳

 建物及び構築物 56百万円

機械装置及び運搬具  35

その他の有形固定資産  7

 建物及び構築物   2百万円

機械装置及び運搬具 28

その他の有形固定資産 5

無形固定資産 0

投資その他の資産 1

 建物及び構築物   74百万円

機械装置及び運搬具  53

その他の有形固定資産 13

投資その他の資産 0

※５

 

――――――― ※５

 

減損損失

当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。

※５

 

―――――――

  場所 用途 種類

静岡事
業所
（静岡
県静岡
市）

動力設
備（ボ
イラー
発電設
備等）

建物及び構築
物
機械装置
器具及び備品
リース資産

 

  

 

 

 当社グループは、継続的に収支の把握

を行っている各事業を基準とした管理

会計上の区分に従って資産をグルーピ

ングしております。

当社静岡事業所の動力設備のうちボイ

ラー発電設備等について、自社で発電

するより電力会社から電気を購入する

ほうが中長期的に有利との結論に達し

たことにより、ボイラー発電設備等を

停止し、買電に切り替えることといた

しました。

これに伴い、ボイラー発電設備等につ

いて固定資産減損損失を計上いたしま

した。

その内訳は、建物及び構築物32百万円、

機械装置208百万円、器具及び備品0百

万円、リース資産292百万円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により算定しておりま

す。
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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（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 39,814 ― ― 39,814

自己株式

普通株式（注） 161 265 92 333

 (注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加265千株の内訳は以下のとおりであります。

　　（１）当社による平成18年５月19日取締役会決議に基づく自己株式の市場買付による増加　　　　225 千株

　　（２）当社による単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 千株

　　（３）新規持分法適用会社が保有していた自己株式(当社株式)の当社帰属分　　　　　　　　　　 38 千株

　　（４）持分法適用会社が取得した自己株式(当社株式)の当社帰属分　　　　　　　　　　　　　　　0 千株

　　 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少92千株の内訳は以下のとおりであります。

　　　　　連結子会社が売却した自己株式(当社株式)の当社帰属分　　　　　　　　　　　　　　　　 92 千株

 

２．配当に関する事項

　 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28日

定時株主総会
普通株式 198 5.00 平成18年３月31日 平成18年６月28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）

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（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 42,563 ― ― 42,563

自己株式

普通株式（注） 746 3 0 749

 (注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加3千株の内訳は以下のとおりであります。

　　（１）当社による単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 千株

　　（２）持分法適用会社が取得した自己株式(当社株式)の当社帰属分　　　　　　　　　　　　　　　0 千株

　　 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少0千株の内訳は以下のとおりであります。

　　　　　当社による単元未満株式の売渡しによる減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 千株

　　　　 　　　　　　 

２．配当に関する事項

　 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19年６月27日

定時株主総会
普通株式 210 5.00 平成19年３月31日 平成19年６月28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（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式（注）１ 39,814 2,748 ― 42,563

自己株式

普通株式（注）２、３ 161 678 92 746

 (注)１．普通株式の発行済株式総数の増加は、株式交換によるものであります。

　　 ２．普通株式の自己株式の株式数の増加678千株の内訳は以下のとおりであります。

　　（１）当社による平成18年５月19日取締役会決議に基づく自己株式の市場買付による増加　　　　400 千株

　　（２）当社による単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 千株

　　（３）連結子会社及び持分法適用会社が親会社との株式交換により取得した自己株式（当　　　　122 千株

　　　　　社株式）の当社帰属分

　　（４）新規持分法適用会社が保有していた自己株式(当社株式)の当社帰属分　　　　　　　　　　 38 千株

　　（５）持分法適用会社の持分変動により増加した自己株式（当社株式）の当社帰属分　　　　　　112 千株

　　（６）持分法適用会社が取得した自己株式(当社株式)の当社帰属分　　　　　　　　　　　　　　　0 千株

　　 ３．普通株式の自己株式の株式数の減少92千株の内訳は以下のとおりであります。

　　　　　連結子会社が売却した自己株式(当社株式)の当社帰属分　　　　　　　　　　　　　　　　 92 千株

 

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28日

定時株主総会
普通株式 198 5.00 平成18年３月31日 平成18年６月28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 210 利益剰余金 5.00 平成19年３月31日 平成19年６月28日

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成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 4,352百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△10

現金及び現金同等物  4,342

　２ 　　　　 ―――――――

現金及び預金勘定 3,512百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△15

現金及び現金同等物 3,497

　２ 　　　　 ―――――――

現金及び預金勘定 3,490百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△10

現金及び現金同等物 3,480

　２ 重要な非資金取引の内容

当連結会計年度に、連結子会社である三

和紙工㈱を株式交換により完全子会社と

するため、新株式2,748,900株を発行し

ました。

株式発行による資本剰余金増加額

1,155百万円

(株)巴川製紙所 （3878） 平成 20 年３月期中間決算短信
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（リース取引関係）

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）

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

び中間期末残高相当額

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

び中間期末残高相当額

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

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械装置及び
運搬具

2,080 998 1,081

その他の有形
固定資産

104 88 15

合計 2,184 1,087 1,097

 

取得
価額
相当
額
(百万
円)

減価
償却
累計
額相
当額
(百万
円)

減損
損失
累計
額相
当額
(百万
円)

中間
期末
残高
相当
額
(百万
円)

機械装置及び
運搬具

1,399 467 292 638

その他の有形
固定資産

68 50 ― 17

合計 1,467 518 292 656

 

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

2,080 1,321 758

その他の有形
固定資産

104 97 7

合計 2,184 1,419 765

なお、取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

同左 なお、取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

②　未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

②　未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

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

１年以内 262百万円

１年超 834

合計 1,097

１年以内 457百万円

１年超 491

合計 949

リース資産減損勘定の残高　　292

１年以内 204百万円

１年超 561

合計 765

なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

同左 なお、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定おります。

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、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 143百万円

減価償却費相当額 143

支払リース料    134百万円

減価償却費相当額 134

減損損失 292

支払リース料 275百万円

減価償却費相当額 275

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

（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。
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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）

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）

株式 854 2,041 1,186

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

その他有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 317

その他 98

 合計 416

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

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）

株式 842 1,721 879

 

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

その他有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 121

その他 99

 合計 221

（注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で非上場株式について41百万円減損処理を行っております。

 

前連結会計年度末（平成19年３月31日）

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）

株式 857 2,000 1,142

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

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 170

その他 97

 合計 267

(株)巴川製紙所 （3878） 平成 20 年３月期中間決算短信
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（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種
類

取引の種類

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）

契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

通貨 為替予約取引          

 売建 161 163 △2 92 91 0 94 93 1

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

(株)巴川製紙所 （3878） 平成 20 年３月期中間決算短信
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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）

 

プラスチッ
ク材料加工
事業
（百万円）

製紙・塗工
紙関連事業
（百万円）

その他の事業
（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 15,886 9,188 287 25,362 ― 25,362

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
14 0 600 615 (615） ―

計 15,901 9,188 888 25,978 (615） 25,362

営業費用 14,136 9,761 740 24,638 (641） 23,996

営業利益又は営業損失（△） 1,764 △573 148 1,339 26 1,366

　（注）１　事業区分の方法

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1）プラスチック材料加工事業………化成品(トナー)、電子材料、ＦＰＤ向け光学フィルム(機能性

　　　　　　　　　　　　　　　　　フィルム、透明粘着フィルム）

(2）製紙・塗工紙関連事業……………洋紙、情報メディア製品、機能紙

(3）その他の事業………………………物流サービス、その他

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）

 

プラスチッ
ク材料加工
事業
（百万円）

製紙・塗工
紙関連事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 14,207 8,732 265 23,205 ― 23,205

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 1 573 574 (574) ―

計 14,207 8,733 838 23,780 (574) 23,205

営業費用 15,471 8,903 699 25,074 (628) 24,446

営業利益又は営業損失（△） △1,263 △170 139 △1,294 53 △1,240

　（注）１　事業区分の方法

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1）プラスチック材料加工事業………ＦＰＤ向け光学フィルム、電子部品材料、化成品（トナー）

(2）製紙・塗工紙関連事業……………洋紙、情報メディア製品、機能紙

(3）その他の事業………………………物流サービス、その他

(株)巴川製紙所 （3878） 平成 20 年３月期中間決算短信
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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）

 

プラスチッ
ク材料加工
事業
（百万円）

製紙・塗工
紙関連事業
（百万円）

その他の事業
（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 31,216 18,511 578 50,307 ― 50,307

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
22 0 1,196 1,218 (1,218) ―

計 31,238 18,512 1,775 51,526 (1,218) 50,307

営業費用 29,292 19,176 1,489 49,958 (1,308) 48,650

営業利益又は営業損失（△） 1,946 △664 285 1,567 89 1,656

　（注）１　事業区分の方法

 　　　　　 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1）プラスチック材料加工事業………ＦＰＤ向け光学フィルム、電子部品材料、化成品（トナー）

(2）製紙・塗工紙関連事業……………洋紙、情報メディア製品、機能紙

(3）その他の事業………………………物流サービス、その他

(株)巴川製紙所 （3878） 平成 20 年３月期中間決算短信
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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）
米国

（百万円）
オランダ
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 22,140 2,488 639 94 25,362 ― 25,362

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
634 542 7 ― 1,184 （1,184） ―

計 22,775 3,030 647 94 26,547 （1,184） 25,362

営業費用 21,531 2,910 633 127 25,203 （1,206） 23,996

営業利益又は営業損失（△） 1,243 120 13 △33 1,343 22 1,366

 (注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　 ２　アジアの区分に属する主な国は中国であります。 

 　　３　当中間連結会計期間より、アジアに所在している子会社を連結子会社に含めたことに伴い「アジア」を新たに設

けております。

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）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 19,489 2,544 466 704 23,205 ― 23,205

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,016 309 2 91 1,420 (1,420) ―

計 20,506 2,853 469 795 24,626 (1,420) 23,205

営業費用 21,793 2,908 462 705 25,870 (1,424) 24,446

営業利益又は営業損失（△） △1,287 △55 7 90 △1,244 4 △1,240

 (注)　　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

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）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 43,248 5,354 1,132 571 50,307 ― 50,307

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,613 777 18 16 2,426 (2,426) ―

計 44,861 6,132 1,151 587 52,733 (2,426) 50,307

営業費用 43,520 5,893 1,145 603 51,162 (2,511) 48,650

営業利益又は営業損失（△） 1,341 238 6 △15 1,571 85 1,656

 (注)１　当連結会計年度より、アジアに所在している子会社を連結子会社に含めたことに伴い「アジア」を新たに設けて

おります。

　　 ２　当連結会計年度より、米国を北米及びオランダを欧州にそれぞれ名称を変更しております。
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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）

 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,225 1,375 2,062 5,662

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― 25,362

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
8.8 5.4 8.1 22.3

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）北米………………アメリカ

(2）欧州………………イギリス

(3）その他の地域……アジア他

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）

 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,031 1,440 2,549 6,021

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― 23,205

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
8.7 6.2 11.0 25.9

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）北米………………アメリカ

(2）欧州………………イギリス

(3）その他の地域……アジア他

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）

 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 4,361 2,989 4,378 11,729

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― 50,307

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
8.7 5.9 8.7 23.3

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）北米………………アメリカ

(2）欧州………………イギリス

(3）その他の地域……アジア他

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 248.93円 １株当たり純資産額 226.11円 １株当たり純資産額 255.74円

１株当たり中間純利益金額 13.80円 １株当たり中間純損失金額 21.42円 １株当たり当期純利益金額 8.27円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１当たり中間

純利益金額については、潜在株式は存

在するものの、１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失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）

中間（当期）純利益又は中間純損

失（△）（百万円）
546 △895 326

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

益又は普通株式に係る中間純損失

（△）（百万円）

546 △895 326

普通株式の期中平均株式数（株） 39,591,320 41,814,962 39,477,019

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）

純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権　　　 484個

潜在株式の数 

　　　　　　 484,000株

新株予約権　　　 480個

潜在株式の数 

　　　　　　 480,000株

新株予約権　     482個

潜在株式の数 

　　　　　　 482,000株

 

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

　（開示の省略）

　　　ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、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）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）
対前期比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  3,144   1,950   2,283    

２　受取手形 ※６ 1,289   905   839    

３　売掛金  6,360   4,288   4,729    

４　棚卸資産 ※２ 8,477   6,034   6,214    

５　関係会社短期貸付金  ―   2,459   2,546    

６　その他 ※７ 1,568   2,757   2,928    

貸倒引当金  △13   △12   △15    

流動資産合計   20,827 46.6  18,382 39.5  19,527 41.6 △1,144

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※
１
２

          

(1）建物  5,657   6,792   5,641    

(2）機械及び装置  5,465   6,685   5,129    

(3）土地  2,031   2,206   2,035    

(4）建設仮勘定  2,024   1,450   4,113    

(5）その他  1,763   1,990   1,860    

有形固定資産合計  16,943   19,125   18,780    

２　無形固定資産  745   1,040   847    

３　投資その他の資産            

(1）投資有価証券 ※
２
３

2,159   1,814   2,126    

(2）関係会社株式 2,045   3,760   3,760    

(3）その他  1,960   2,434   1,883    

貸倒引当金  △0   △1   △1    

投資その他の資産合計  6,165   8,008   7,768    

固定資産合計   23,854 53.4  28,174 60.5  27,396 58.4 778

資産合計   44,682 100.0  46,557 100.0  46,923 100.0 △366
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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）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）
対前期比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形 ※６ 1,195   70   408    

２　買掛金  7,504   6,803   7,046    

３　短期借入金 ※３ 1,244   7,157   3,675    

４　１年以内返済長期借入金 ※２ 388   3,323   723    

５　１年以内償還社債 ※２ 1,125   500   200    

６　未払金  2,384   1,912   3,936    

７　未払費用  2,565   2,901   2,780    

８　賞与引当金  478   417   432    

９　設備関係支払手形 ※６ 668   62   85    

10　その他 ※３ 1,294   442   180    

流動負債合計   18,849 42.2  23,589 50.7  19,470 41.5 4,118

Ⅱ　固定負債            

１　社債 ※２ 500   ―   500    

２　長期借入金 ※２ 12,778   10,954   13,754    

３　退職給付引当金  3,235   2,801   2,951    

４　役員退職慰労引当金  ―   205   198    

５　その他  205   194   199    

固定負債合計   16,719 37.4  14,155 30.4  17,603 37.5 △3,448

負債合計   35,569 79.6  37,745 81.1  37,074 79 670
            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   1,990 4.5  1,990 4.3  1,990 4.2 ―

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  1,377   2,532   2,532    

(2）その他資本剰余金  0   0   0    

資本剰余金合計   1,377 3.1  2,532 5.4  2,532 5.4 △0

３　利益剰余金            

(1）利益準備金  497   497   497    

(2）その他利益剰余金            

固定資産圧縮積立金  668   609   563    

買換資産取得特別勘定積
立金

 57   ―   57    

別途積立金  3,146   3,146   3,146    

繰越利益剰余金  831   △276   598    

利益剰余金合計   5,201 11.6  3,976 8.5  4,864 10.4 △887

４　自己株式   △112 △0.3  △192 △0.4  △192 △0.4 △0

株主資本合計   8,457 18.9  8,306 17.8  9,195 19.6 △888

Ⅱ　評価・換算差額等            

１　その他有価証券評価差額金   661 1.5  504 1.1  655 1.4 △150

２　繰延ヘッジ損益   △6 △0.0  0 0.0  △2 △0.0 2

評価・換算差額等合計   655 1.5  505 1.1  653 1.4 △147

純資産合計   9,113 20.4  8,812 18.9  9,848 21.0 △1,036

負債純資産合計   44,682 100.0  46,557 100.0  46,923 100.0 △366
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(2) 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
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)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   19,851 100.0  13,964 100.0 △5,886  35,559 100.0

Ⅱ　売上原価   16,220 81.7  12,898 92.4 △3,322  29,492 82.9

売上総利益   3,630 18.3  1,066 7.6 △2,563  6,066 17.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費   2,691 13.6  2,584 18.5 △106  5,395 15.2

営業利益又は
営業損失(△)

  938 4.7  △1,517 △10.9 △2,456  671 1.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  200 1.0  731 5.2 530  523 1.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  282 1.4  309 2.2 26  549 1.6

経常利益又は
経常損失(△)

  856 4.3  △1,095 △7.9 △1,952  644 1.8

Ⅵ　特別利益 ※３  217 1.1  434 3.1 216  217 0.6

Ⅶ　特別損失 ※
４
５

 352 1.8  658 4.7 306  544 1.5

税引前中間(当期)純
利益又は税引前中間
純損失(△)

  722 3.6  △1,319 △9.5 △2,042  318 0.9

法人税、住民税及び
事業税

 164   4   △160 14   

法人税等調整額  140 304 1.5 △646 △642 △4.6 △786 223 237 0.7

中間(当期)純利益又
は中間純損失(△)

  418 2.1  △677 △4.9 △1,095  81 0.2
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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

買換資
産取得
特別勘
定積立
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）

1,990 1,377 0 1,377 497 741 ― 3,146 597 4,982 △8 8,341

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩
(注)

     △72   72 ―  ―

買換資産取得特別勘定の積立
金の積立

      57  △57 ―  ―

剰余金の配当(注)         △198 △198  △198

中間純利益         418 418  418

自己株式の取得           △103 △103

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）

― ― ― ― ― △72 57 ― 234 219 △103 115

平成18年９月30日　残高
（百万円）

1,990 1,377 0 1,377 497 668 57 3,146 831 5,201 △112 8,457

評価・換算差額等

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）

740 ― 740 9,082

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩
(注)

   ―

買換資産取得特別勘定の積立
金の積立

   ―

剰余金の配当(注)    △198

中間純利益    418

自己株式の取得    △103

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△78 △6 △85 △85

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△78 △6 △85 30

平成18年９月30日　残高
（百万円）

661 △6 655 9,113

（注）固定資産圧縮積立金の取崩のうち51百万円及び剰余金の配当198百万円は平成18年６月の定時株主総会における利益

処分項目である。
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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

固定資
産圧縮
積立金

買換資
産取得
特別勘
定積立
金

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）

1,990 2,532 0 2,532 497 563 57 3,146 598 4,864 △192 9,195

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立      57 △57   ―  ―

固定資産圧縮積立金の取崩      △12   12 ―  ―

剰余金の配当         △210 △210  △210

中間純損失         △677 △677  △677

自己株式の取得           △1 △1

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）

― ― △0 △0 ― 45 △57 ― △875 △887 △0 △888

平成19年９月30日　残高
（百万円）

1,990 2,532 0 2,532 497 609 ― 3,146 △276 3,976 △192 8,306

評価・換算差額等

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）

655 △2 653 9,848

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立    ―

固定資産圧縮積立金の取崩    ―

剰余金の配当    △210

中間純損失    △677

自己株式の取得    △1

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）

△150 2 △147 △147

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△150 2 △147 △1,036

平成19年９月30日　残高
（百万円）

504 0 505 8,812
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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

買換資
産取得
特別勘
定積立
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）

1,990 1,377 0 1,377 497 741 ― 3,146 597 4,982 △8 8,341

事業年度中の変動額

株式交換による増加  1,155  1,155        1,155

固定資産圧縮積立金の取崩
（注）

     △177   177 ―  ―

買換資産取得特別勘定積立金
の積立

      57  △57 ―  ―

剰余金の配当（注）         △198 △198  △198

当期純利益         81 81  81

自己株式の取得           △183 △183

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）

― 1,155 ― 1,155 ― △177 57 ― 1 △117 △183 854

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,990 2,532 0 2,532 497 563 57 3,146 598 4,864 △192 9,195

評価・換算差額等

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）

740 ― 740 9,082

事業年度中の変動額

株式交換による増加    1,155

固定資産圧縮積立金の取崩
（注）

   ―

買換資産取得特別勘定積立金
の積立

   ―

剰余金の配当（注）    △198

当期純利益    81

自己株式の取得    △183

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△85 △2 △87 △87

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△85 △2 △87 766

平成19年３月31日　残高
（百万円）

655 △2 653 9,848

（注）固定資産圧縮積立金の取崩のうち51百万円及び剰余金の配当198百万円は平成18年６月の定時株主総会における利益

処分項目である。
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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）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

…同左

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

…同左

 

 

 

②　その他有価証券

時価のあるもの

…中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）

②　その他有価証券

時価のあるもの

…同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

…事業年度末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

 

 

時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

…同左

時価のないもの

…同左

 

 

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

 

 

(3）棚卸資産

移動平均法による原価法

(3）棚卸資産

同左

(3）棚卸資産

同左

２　固定資産の減価償却の方法

 

 

 

 

(1）有形固定資産

建物、構築物については定額法、

機械及び装置、運搬具、器具及

び備品については定率法を採用

しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物

８～47年

機械装置及び運搬具

３～14年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

建物、構築物については定額法、

機械及び装置、運搬具、器具及

び備品については定率法を採用

しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物及び構築物

８～47年

機械装置及び運搬具 

３～14年

 （会計方針の変更）

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。

これにより営業損失、経常損失、

税引前中間純損失は、それぞれ

13百万円増加しております。

（追加情報）

法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産に

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。

これにより営業損失、経常損失、

税引前中間純損失は、それぞれ

41百万円増加しております。

 

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間(５年）に基づいてお

ります。

 

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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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）

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、また、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て回

収不能見込額を計上することと

しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 

 

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき、当中

間会計期間の負担額を計上する

こととしております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき、当事

業年度の負担額を計上すること

としております。

 

 

 

 

(3）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

を計上することとしております。

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以内

の一定の年数（２年）による定

額法により費用処理することと

しております。

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10

年）による均等按分額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。

(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、当事業年度末において発

生していると認められる額を計

上することとしております。

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以内

の一定の年数（２年）による定

額法により費用処理することと

しております。

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10

年）による均等按分額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。

(4）　　 ―――――――

 

 

 

(4）役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金

の支給に備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額を計上す

ることとしております。

(4）役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金

の支給に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上するこ

ととしております。

４　外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理すること

としております。

同左 外貨建金銭債権債務は、事業年度末

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理する

こととしております。

５　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同左 同左
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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）

６　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。

ただし、ヘッジ会計の特例処

理の要件を満たす金利スワッ

プ取引については、特例処理

を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

①　ヘッジ会計の方法

同左

 

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段

…先物為替予約取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段

…同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段

…同左

 

 

ヘッジ対象

…相場変動等による損失の

可能性がある外貨建予定

取引

ヘッジ対象

…同左

ヘッジ対象

…同左

 

 

ｂ　ヘッジ手段

…金利スワップ取引

ｂ　ヘッジ手段

…同左

ｂ　ヘッジ手段

…同左

 

 

ヘッジ対象

…変動金利又は固定金利建

借入金・社債

ヘッジ対象

…同左

ヘッジ対象

…同左

 

 

③　ヘッジ方針

当社は、内規に基づき「金融

商品に係る会計基準」に規定

された要件を満たすヘッジ取

引を行うこととしております。

外貨建取引については、為替

リスクの軽減、外貨資金繰り

の円滑化を目的として実需の

範囲内で為替予約取引を行っ

ております。

スワップ取引については、借

入金等に係る金利変動リスク

の軽減を目的として借入金等

の残高を限度として金利ス

ワップ取引を行っております。

なお、当社は投機的なデリバ

ティブ取引は行わない方針で

あります。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

 

 

④　ヘッジの有効性評価の方法

事前評価の方法は、主として

回帰分析等統計的手法によっ

ております。

事後評価の方法は、比率分析

の手法によっております。

ただし、特例処理を採用して

いる金利スワップ取引につい

ては、有効性の評価を省略し

ております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

７　その他中間財務諸表（財務

諸表）作成のための基本と

なる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

(株)巴川製紙所 （3878） 平成 20 年３月期中間決算短信

－ 45 －



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。

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は9,119百万円であります。

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。

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は9,851百万円であります。

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。

―――――――

 

―――――――

 

 (役員退職慰労引当金に関する会計処理)

役員及び執行役員の退職慰労金は、従

来支出時の費用として処理しておりま

したが、「租税特別措置法上の準備金

及び特別法上の引当金又は準備金並び

に役員退職慰労引当金等に関する監査

上の取扱い」(監査・保証実務委員会報

告第42号(平成19年４月13日)日本公認

会計士協会)(以下本報告)の公表を契機

として当事業年度から内規に基づく期

末要支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更しております。

この変更により、当事業年度発生額34

百万円は販売費及び一般管理費に計上

し、過年度対応額324百万円については、

特別損失に計上しております。

この結果、従来の方法に比較して、営

業利益及び経常利益はそれぞれ34百万

円減少し、税引前当期純利益は198百万

円減少しております。

なお、本報告が平成19年４月13日に公

表されたため、当中間会計期間は従来

の方法によっております。

従って、当中間会計期間は変更後の方

法によった場合に比べ営業利益及び経

常利益はそれぞれ16百万円、税引前中

間純利益は182百万円多く計上されてお

ります。
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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）

前中間会計期間末まで、「未払金」は流動負債の

「その他」に含めておりましたが、当中間会計期間末に

おいて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記し

ております。 

なお、前中間会計期間末の「未払金」の金額は1,088百

万円であります。

（中間貸借対照表）

１　前中間会計期間末まで、「関係会社短期貸付金」は流

動資産の「その他」に含めておりましたが、当中間会計

期間末において資産の総額の100分の５を超えたため区

分掲記しております。 

なお、前中間会計期間末の「関係会社短期貸付金」の金

額は594百万円であります。

２　消費貸借契約により貸し付けている有価証券を担保と

して受け入れた金額を流動負債の「その他（預り金）」

として処理しておりましたが、当中間会計期間から「短

期借入金」として処理することに変更しております。

 

追加情報

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９月30日）

――――――― （役員退職慰労引当金に関する会計処理）

役員及び執行役員の退職慰労金は、従来支

出時の費用として処理しておりましたが、

「租税特別措置法上の準備金及び特別法上

の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引

当金等に関する監査上の取扱い」（監査・

保証実務委員会報告第42号（平成19年４月

13日）日本公認会計士協会）の公表を契機

として前事業年度の下期から内規に基づく

期末要支給額を役員退職慰労引当金として

計上する方法に変更しております。

従って、前中間会計期間は変更後の方法に

よった場合に比べ営業利益及び経常利益は

それぞれ16百万円、税引前中間純利益は182

百万円多く計上されております。

―――――――
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注記事項

（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

 

有形固定資産の減価償却累計額

29,166百万円

※１

 

有形固定資産の減価償却累計額

21,779百万円

※１

 

有形固定資産の減価償却累計額

      22,334百万円

※２ 下記資産は下記借入金等の担保に供し

ております。

※２ 下記資産は下記借入金等の担保に供し

ております。

※２ 下記資産は下記借入金等の担保に供し

ております。

 (1）工場財団（用宗工場）  (1）工場財団（用宗工場）  (1）工場財団（用宗工場）

 建物 簿価 4,269百万円

構築物 〃  480

機械及び装置 〃  4,712

土地 〃  324

計  9,787

 建物 簿価 5,892百万円

構築物 〃 622

機械及び装置 〃 6,549

土地 〃 324

計  13,389

 建物 簿価 4,692百万円

構築物 〃 476

機械及び装置 〃 4,664

土地 〃 324

計  10,157

 １年以内返済

長期借入金
 373百万円

長期借入金   1,410

１年以内償還

社債に対する

銀行保証

  1,125

社債に対する

銀行保証
  500

計  3,408

 １年以内返済

長期借入金
 1,308百万円

長期借入金  101

１年以内償還

社債に対する

銀行保証

 500

計  1,910

 １年以内返済

長期借入金
 708百万円

長期借入金  887

１年以内償還

社債に対する

銀行保証

 200

社債に対する

銀行保証
 500

計  2,295

 (2）その他  (2）その他  (2）その他

 立木 簿価 162百万円

建物 〃  52

土地 〃  90

植林木 〃  119

計  424

 立木 簿価    161百万円

建物 〃  50

土地 〃  90

植林木 〃  119

計  421

 立木 簿価    161百万円

建物 〃  51

土地 〃  90

植林木 〃  119

計  422

 １年以内返済

長期借入金
 14百万円

長期借入金   868

計  883

 １年以内返済

長期借入金
   15百万円

長期借入金   853

計  868

 １年以内返済

長期借入金
   14百万円

長期借入金   867

計  882

 下記資産は子会社である新巴川加工㈱、

TOMOEGAWA HOLDINGS AMERICA INC.及び

㈱巴川ホールディングス恵州の銀行借

入金（668百万円）に係る担保に供して

おります。

 下記資産は子会社である新巴川加工㈱、

TOMOEGAWA HOLDINGS AMERICA INC.及び

㈱巴川ホールディングス恵州の銀行借

入金（556百万円）に係る担保に供して

おります。

 下記資産は子会社である新巴川加工㈱、

TOMOEGAWA HOLDINGS AMERICA INC.及び

㈱巴川ホールディングス恵州の銀行借

入金等に係る担保に供しております。

 建物 簿価 6百万円

土地 〃  706

投資有価証券 〃  236

計  948

 建物 簿価  5百万円

土地 〃  706

投資有価証券 〃  205

計  917

 建物 簿価  5百万円

土地 〃  706

投資有価証券 〃  230

計  942

※３ 固定資産の投資その他の資産の「投資

有価証券」には消費貸借契約により貸

し付けている有価証券1,369百万円が含

まれております。なお、当該取引によ

る預り金は流動負債の「その他」に含

まれており、その金額は1,000百万円で

あります。

※３ 固定資産の投資その他の資産の「投資

有価証券」には消費貸借契約により貸

し付けている有価証券1,214百万円が含

まれております。なお、当該取引によ

る預り金は流動負債の「短期借入金」

に含まれており、その金額は1,000百万

円であります。

※３ 固定資産の投資その他の資産の「投資

有価証券」には消費貸借契約により貸

し付けている有価証券1,353百万円が含

まれております。なお、当該取引によ

る預り金は流動負債の「短期借入金」

に含まれており、その金額は1,000百万

円であります。
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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）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

４ 保証債務 ４ 保証債務 ４ 保証債務

 

 

 

 

TOMOEGAWA HOLDINGS AMERICA INC.

借入金及び輸入業務債務

735百万円

（US＄　 6,241,945.49）

 

 

 

 

TOMOEGAWA HOLDINGS AMERICA INC.

借入金及び輸入業務債務

   794百万円

（US＄　 6,881,616.28）

 

 

 

 

TOMOEGAWA HOLDINGS AMERICA INC.

借入金及び輸入業務債務

   833百万円

（US＄　 7,056,585.89）

 TOMOEGAWA EUROPE B.V.  TOMOEGAWA EUROPE B.V.  TOMOEGAWA EUROPE B.V.

 借入金 87百万円  借入金   57百万円  借入金  111百万円

 （EUR　42,866及び

US＄　685,000を含む）

 （EUR　12,866.09及び

US＄　433,000を含む）

 （EUR　12,866.09及び

  US$　928,000）

 新巴川加工㈱  新巴川加工㈱  新巴川加工㈱

 借入金 23百万円  借入金   16百万円  借入金   20百万円

 ㈱ＴＦＣ  ㈱ＴＦＣ  ㈱ＴＦＣ

 借入金 1,000百万円  借入金      3,126百万円  借入金    3,300百万円

      

 

５ (1）運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行20行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結

しております。

当中間会計期間末における当座貸

越契約及び貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。

５ (1）運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行20行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結

しております。

当中間会計期間末における当座貸

越契約及び貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。

５ (1）運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行20行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結

しております。

当事業年度末における当座貸越契

約及び貸出コミットメントに係る

借入未実行残高等は次のとおりで

あります。

 当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

17,000百万円

借入実行残高 10,500

差引額 6,500

 当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

17,000百万円

借入実行残高 17,000

差引額 ―

 当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

17,000百万円

借入実行残高 13,000

差引額 4,000

 (2）東海地震（マグニチュード7.2以

上）の発生等を条件としたコミッ

トメント期限付タームローン予約

契約を締結しております。

当中間会計期間末における当座貸

越契約及び貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。

 (2）東海地震（マグニチュード7.2以

上）の発生等を条件としたコミッ

トメント期限付タームローン予約

契約を締結しております。

当中間会計期間末における当座貸

越契約及び貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。

 (2）東海地震（マグニチュード7.2以

上）の発生等を条件としたコミッ

トメント期限付タームローン予約

契約を締結しております。

当事業年度末における当座貸越契

約及び貸出コミットメントに係る

借入未実行残高等は次のとおりで

あります。

 当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

4,000百万円

 当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

     4,000百万円

 当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

     4,000百万円

※６

 

中間会計期間末日満期手形

 中間会計期間末日満期手形の会計処理

 は、手形交換日をもって決済処理して

 おります。なお、当中間会計期間の末

 日は金融機関の休日であったため、次

 の満期手形が中間会計期間末日残高に

 含まれております。

　　受取手形　　　　　　　93百万円

　　支払手形　　　　　　 144百万円

※６

 

中間会計期間末日満期手形

 中間会計期間末日満期手形の会計処理

 は、手形交換日をもって決済処理して

 おります。なお、当中間会計期間の

 末日は金融機関の休日であったため、

 次の満期手形が中間会計期間末日残高

 に含まれております。

　　受取手形　　　　　　　 3百万円

　　支払手形　　　　　　   8百万円

　　設備関係支払手形　　　 0百万円　

※６

 

事業年度末日満期手形

事業年度末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理しており

ます。なお、当事業年度の末日は金融

機関の休日であったため、次の満期手

形が事業年度末日残高に含まれており

ます。

　　支払手形　　　　　　117百万円

　　設備関係支払手形　    0百万円

※７

 

消費税等の取扱い

仮払消費税等及び預り消費税等は相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示し

ております。

※７

 

消費税等の取扱い

同左

※７

 

――――――
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（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 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの

 受取利息 28百万円

受取配当金  15

子会社受取配当金  1

補償金  37

 受取利息 53百万円

受取配当金  18

関係会社受取配当金 379

補償金 59

ロイヤリティー 63

 受取利息 77百万円

受取配当金  25

関係会社受取配当金 131

補償金  46

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの

 支払利息 129百万円

シンジケートロー

ン手数料
 68

 支払利息    181百万円

シンジケートロー

ン手数料
 24

 支払利息    285百万円

シンジケートロー

ン手数料
 76

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの

 固定資産売却益

（土地）
123百万円

国庫補助金  94

 固定資産売却益

（土地）
   339百万円

投資有価証券売却益 49

国庫補助金  43

貸倒引当金戻入額 2

 固定資産売却益

（土地）
  123百万円

国庫補助金 94

 

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの

 役員退職金 158百万円

固定資産売却損  1

固定資産除却損  96

固定資産圧縮損  94

 固定資産売却損    0百万円

固定資産除却損  39

減損損失  533

固定資産圧縮損 43

投資有価証券評価損 41

 過年度役員退職慰

労引当金繰入額
  324百万円

固定資産売却損  1

固定資産除却損  123

固定資産圧縮損  94

※５ ―――――――

 

※５ 減損損失

当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計

上しました。

※５

 

―――――――

 

  場所 用途 種類

静岡事
業所
（静岡
県静岡
市）

動力設
備（ボ
イラー
発電設
備等）

建物
構築物
機械及び装置
器具及び備品
リース資産

 

  

 

 

 当社は、継続的に収支の把握を行って

いる各事業部を基準とした管理会計上

の区分に従って資産をグルーピングし

ております。

当社静岡事業所の動力設備のうちボイ

ラー発電設備等について、自社で発電

するより電力会社から電気を購入する

ほうが中長期的に有利との結論に達し

たことにより、ボイラー発電設備等を

停止し、買電に切り替えることといた

しました。

これに伴い、ボイラー発電設備等につ

いて固定資産減損損失を計上いたしま

した。

その内訳は、建物21百万円、構築物11

百万円、機械及び装置208百万円、器具

及び備品0百万円、リース資産292百万

円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により算定しておりま

す。

  

６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額

 有形固定資産 844百万円

無形固定資産  20

 有形固定資産    904百万円

無形固定資産 17

 有形固定資産     1,716百万円

無形固定資産  39

(株)巴川製紙所 （3878） 平成 20 年３月期中間決算短信

－ 50 －



（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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式（注） 24 226 ― 250

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加226千株の内訳は以下のとおりであります。

　　１．平成18年５月19日取締役会決議に基づく自己株式の市場買付による増加　　225千株

　　２．単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1千株 

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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式（注） 428 3 0 431

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加3千株は、単元未満株式の買取り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減少0千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。

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
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

普通株式（注） 24 403 ― 428

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加403千株の内訳は以下のとおりであります。

　　１．平成18年５月19日取締役会決議に基づく自己株式の市場買付による増加　　400千株

　　２．単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3千株 
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（リース取引関係）

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）

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

び中間期末残高相当額

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

び中間期末残高相当額

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

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械及び装置 1,997 917 1,080

器具及び備品 82 68 13

合計 2,080 986 1,093

 

取得
価額
相当
額
(百万
円)

減価
償却
累計
額相
当額
(百万
円)

減損
損失
累計
額相
当額
(百万
円)

中間
期末
残高
相当
額
(百万
円)

機械及び装置 1,382 451 292 638

器具及び備品 20 16 ― 3

合計 1,403 468 292 642

 

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 1,997 1,238 758

器具及び備品 82 76 6

合計 2,080 1,315 764

なお、取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

同左 なお、取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(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

１年以内 259百万円

１年超 834

合計 1,093

１年以内    452百万円

１年超 482

合計 934

リース資産減損勘定の残高　　292

１年以内    203百万円

１年超 561

合計 764

なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

同左 なお、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

(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、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 138百万円

減価償却費相当額 138

支払リース料   131百万円

減価償却費相当額 131

減損損失 292

支払リース料    268百万円

減価償却費相当額 268

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（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）及び前事業年度末（平成19

年３月31日）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 230.34円

１株当たり中間純利益

金額
10.53円

１株当たり純資産額     209.16円

１株当たり中間純損失

金額
     16.08円

１株当たり純資産額     233.75円

１株当たり当期純利益

金額
    2.05円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式は存

在するものの、１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失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)

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（百万円）
418 △677  81

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）純利益又は

普通株式に係る中間純損失（△）

（百万円）

418 △677 81

普通株式の期中平均株式数（株） 39,691,169 42,133,338 39,570,740

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）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権　　484個

潜在株式の数

　484,000株

新株予約権  　480個

潜在株式の数

　480,000株

新株予約権　　482個

潜在株式の数

　482,000株

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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