
ファイル名：P1～サマリー情報１.doc 最終印刷日時：11/15/2007 9:47:00 AM 
 

― 1 ― 

平成 20 年 3 月期 中間決算短信 
 

   平成19年11月16日 
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半期報告書提出予定日 平成19年12月12日 

   (百万円未満切捨て)

 
１. 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 60,633 12.6 6,662 54.0 5,469 77.4 △4,308 － 

18年9月中間期 53,871 1.9 4,326 △9.6 3,082 △23.1 1,775 － 

19年3月期 106,161  12,711  11,062  △3,935  
 

 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 △11.20 －

18年9月中間期 4.77 －

19年3月期 △10.54 －
 
 (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 △220百万円 19年3月期 251百万円 

 
 (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 182,292 41,695 22.9 108.34

18年9月中間期 165,071 48,966 29.5 130.65

19年3月期 193,175 45,692 23.5 118.28
 
 (参考) 自己資本 19年9月中間期 41,662百万円 18年9月中間期 48,641百万円 19年3月期 45,444百万円 
 

 (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 △3,033 △576 △4,167 34,569 

18年9月中間期 7,832 △2,005 △2,345 26,979 

19年3月期 6,253 △2,343 14,626 42,249 

 
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 － － 0 00

20年3月期(実績) －  

20年3月期(予想)  － 
0 00

 

３. 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 117,000 10.2 14,600 14.9 11,800 6.7 3,200 － 8 32 
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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          無 
② ①以外の変更                 無 

(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 387,839,431株        18年9月中間期 384,360,431株      19年3月期      384,360,431株 
②期末自己株式数        
  19年9月中間期   3,289,148株     18年9月中間期  12,055,639株       19年3月期         139,211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、29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. 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 39,507 14.0 4,872 69.4 4,470 111.7 △3,717 － 

18年9月中間期 34,657 6.5 2,876 △9.8 2,111 △8.3 1,189 － 

19年3月期 82,334  10,797  9,390  △5,116  
 

 １株当たり中間(当期)純利益 

円 銭

19年9月中間期 △9.62

18年9月中間期 3.19

19年3月期 △13.71

 
 (2) 個 別 財 政 状 態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 １株当たり純資産 

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年9月中間期 160,397 37,589 23.4 96.98

18年9月中間期 146,411 45,699 31.2 122.75

19年3月期 171,375 40,827 23.8 106.26
 
 (参考) 自己資本 19年9月中間期 37,589百万円 18年9月中間期 45,699百万円 19年3月期 40,827百万円 

 

２. 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 90,000 9.3 11,600 7.4 9,700 3.3 1,300 － 3 35 
 
 
 
※ 上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。

世界経済・競合状況・為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と異
なる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の4ページを参照してください。 
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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 

 当中間期の世界経済は、米国では、サブプライムローンの問題により景気の減速傾向が顕著となりました。アジ

アでは、中国において旺盛な投資を主因とした内需の高まりや依然高水準にある輸出により高成長を維持するなど

全体として拡大基調が続きました。また、欧州ではユーロ高により輸出が鈍化しつつも域内の雇用情勢改善を背景

に景気は底堅く推移しました。 

 国内経済は、企業収益の改善や堅調な設備投資などの民間需要に支えられて緩やかながら回復基調が続きました。

このような状況下、当社グループは｢第三次中期経営計画｣の基本方針に基づいて事業運営を推進いたしました。 

 

 当中間期の業績の内、無機化学事業の酸化チタンは海外向け販売を中心に売上高が増加しましたが原材料価格の

上昇などコストアップを余儀なくされ、機能材料・電子材料事業も売上高が増加する一方利益は伸び悩んだため、

無機化学事業は増収減益となりました。有機化学事業については、主力である農薬の自社開発剤の拡販に努め、特

に欧州向け殺菌剤を中心とした海外向け販売の増加やユーロ高により大幅な増収増益となりました。 

 営業外収支は、有利子負債の増加による支払利息の増加などにより、前年同期より悪化いたしました。 

 この結果、当中間期の売上高は606億円（前年同期比67億円増）、営業利益は66億円（前年同期比23億円増）、経

常利益は54億円（前年同期比23億円増）と事業利益段階では増収増益を果たしましたが、フェロシルト回収損失引

当金繰入額87億円等を特別損失に計上しました結果、43億円の中間純損失（前年同期比60億円の利益減）となりま

した。 

 度重なる損失の追加により、株主、取引先の皆様をはじめ関係者各位には大変ご心配をおかけしており誠に申し

訳なく存じますが、今回の追加引当により、本問題も費用手当の面では漸く 終段階に達したものと判断しており

ます。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。 

 

（無機化学事業） 

 当中間期の酸化チタンの販売は、当社の主要なマーケットであるアジア市場を中心に海外販売が拡大したことを

主因に売上高が増加しました。 

 また、機能材料・電子材料の販売は、脱硝触媒用の酸化チタンや電子部品向けのチタン酸バリウムの販売が拡大

したことなどから順調に推移しました。 

引き続きコストダウンや販売価格の是正に努めましたが、エネルギーコストや原料鉱石、副原料価格が大幅に上

昇したことなどによるコストが収益を圧迫し、減益となりました。 

この結果、当中間期の売上高は289億円（前年同期比9億円増）、営業利益は18億円（前年同期比2億円減）とな

りました。 

 

（有機化学事業） 

 当中間期の農薬販売は、海外において、欧州での異常気象（長雨、低温）による殺菌剤の需要が旺盛であったこ

とに加え新規自社開発殺虫剤の投入効果やユーロ高もあり販売は大幅に増加し、米州やアジアにおいても概ね順調

に推移しました。一方、国内においては他社開発剤の販売が減少したことなどから若干売上が減少しました。 
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 この結果、当中間期の売上高は267億円（前年同期比39億円増）、営業利益は58億円（前年同期比23億円増）とな

りました。 

 

（その他の事業） 

 その他の事業は国内子会社の建設業や商社業が中心であり、当中間期の売上高は48億円（前年同期比18億円増）、

営業利益は4億円（前年同期並み）となりました。 

 

② 通期の見通し 

通期の世界経済については全体として成長を維持していく見通しであります。しかしながら、米国経済は、サブ

プライムローン問題が住宅市場に加え個人消費や企業業績への悪化といった実体経済に悪影響を及ぼし、景気が失

速する懸念があります。中国においては、米国経済の影響に加え、政府による金融引き締め策や輸出抑制策の強化

から高成長を持続できなくなる可能性は皆無ではありませんが、全体として高い成長率を維持できると思われます。

その他アジアや欧州においても、景気は底堅く推移する見通しにありますが、米国経済の減速の影響を受け輸出が

鈍化する可能性は否定できず、先行きの不透明感が増しております。国内経済も緩やかな景気拡大が持続しており

ますが、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融・資本市場の不安定化や海外景気の鈍化による輸出や設

備投資の減速懸念、原油を始めとする一次産品の高騰によるコスト上昇圧力などから、企業業績の先行きについて

は必ずしも楽観を許さない状況にあります。 

このような厳しい事業環境の下、平成20年3月期通期については、売上高は無機化学部門、有機化学部門ともに

数量増などにより増収の見通しであり、利益面においても原材料価格の高騰や金融収支の悪化などのマイナス要因

があるもののコスト削減やユーロ高を背景に増益となる見通しです。その結果、平成20年3月期の業績見通しは売上

高1,170億円（前期比108億円増）、営業利益146億円（前期比18億円増）、経常利益118億円（前期比7億円増）、当

期純利益32億円（前期比71億円増）を予想しております。なお、この見通しの算出に際して前提としている下期の

主要通貨の為替レートは、110円／米ドル、155円／ユーロと想定しております。 

 

（２）財政状態に関する分析 

キャッシュ・フローの状況について、当中間期における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フ

ローが30億円の支出となり、また長期借入金の返済など財務活動によるキャッシュ・フローが41億円の支出となる

など、前期末に比べ76億円減少し、当中間期末の残高は345億円となりました。 

 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売掛金の減少による12億円の資金増や、仕入債務の減少による24億円の

資金減、その他流動負債の減少による23億円の資金減などにより、30億円の支出（前年同期比108億円支出増）とな

りました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得などにより5億円の支出（前年同期比14億円支出減）と

なりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入により12億円調達し、また長期借入金を53億円返済したことな

どにより41億円の資金の減少（前年同期比18億円支出増）となりました。 
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（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(%) 35.5 38.8 27.8 23.5 22.9 

時価ベースの自己資本比率(%)    62.6 63.0 48.0 43.0 34.0 

債務償還年数（年） 6.1 3.4 7.2 11.6 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 6.9 12.3 7.8 4.9 － 

 （注）１.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値より算出しております。 

２.各指標は以下の算式により計算しております。 

※ 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 

（株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。） 

※ 債務償還年数：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー （中間期は記載しておりません。） 

※ インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い（平成19年9月中間

期は営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。） 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び今期の配当 

当社は、企業価値を高めることにより株主に対する利益還元を図ることを経営の 重要政策の一つと位置付けて

おり、業績及び今後の見通しと経営基盤の強化及び将来の事業展開のための内部留保の充実を考慮しながら、安定

的かつ業績に応じた配当の実施を基本に考えております。しかしながら、フェロシルト回収費用として多額の損失

を計上したことにより、当中間期の配当を見送らざるを得ない状況にあり、通期につきましても配当を見送りとさ

せていただく予定です。当社といたしましては、全構成員が一丸となって、強固な経営基盤を確立させるべく精一

杯取り組み、一日も早く業績の回復と復配を果たせるよう努めてまいる所存です。 

 

２．企 業 集 団 の 状 況 

  当中間期において、当社の連結子会社であった石原不動産株式会社は、平成１９年５月１日をもって当社と合併

しております。また、石原物流サービス株式会社についても平成１９年１０月１日をもって当社と合併しておりま

す。 

 

３．経  営  方  針 

 （1）会社の経営の基本方針及び（2）目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略は、平成19年3月期決算短

信（平成19年5月18日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省略します。 

 当該決算短信は次のURLからご覧頂くことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.iskweb.co.jp/cgi-bin/auto/ir/index.cgi 

 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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（３）会社の対処すべき課題 

①フェロシルト問題 

フェロシルト問題につきまして、株主の皆さま、取引先の皆さまをはじめ関係各位には、ご迷惑とご心配をおか

けしておりますことを深くお詫び申し上げます。 

当社は、酸化チタンの国際競争力強化策の一環として、硫酸法酸化チタン製造工程から発生する使用済み硫酸を

再生利用した土壌埋戻材フェロシルトを開発し、販売を行ってきましたが、埋設地から基準値を上回る重金属等が

検出されました。その原因究明の過程において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反したとして、愛知県、

岐阜県、京都府、岐阜市から同法に基づく措置命令（埋設されたフェロシルトの全量撤去）を受けました。当社は、

フェロシルトの早期回収に全力で取り組み、平成19年10月末現在で埋設地区43箇所の内、30箇所の回収を完了し、

残る13箇所についても鋭意調査及び回収工事を進めております。 

また、平成18年11月、同法違反により元取締役らが起訴され、同時に当社も同法の両罰規定の適用を受け起訴さ

れましたが、平成19年6月津地方裁判所において、当社は罰金50百万円に処すとの判決を受けました。当社はフェロ

シルト問題を早期に解決するため、本判決の控訴をしないことと致しました。 

 

一方、平成19年9月、当社四日市工場の有機中間体の合成過程で副生した有機物残渣を含む産業廃棄物が平成16

年に愛知県瀬戸市に不法投棄されていたこと及び、この情報を入手しておりながら2年間放置していたことなどの事

実が判明しました。当社は、取締役など7名を社内処分するとともに、不法投棄を主導した元取締役とこれに関与し

た業者2名を刑事告発しました。 

また、平成19年10月には、この問題についての徹底した原因調査分析、確実な再発防止策、今後を見据えた社内

体制の再構築、厳正な処分を実施するため、社外の弁護士による第三者調査委員会を設置しました。 

有機物残渣を含む産業廃棄物の不法投棄問題に関し、当社は、平成19年11月に愛知県から廃棄物の処理及び清掃

に関する法律違反の容疑で刑事告発を受け、同時に当該地区（愛知県瀬戸市）からの当該産業廃棄物の全量撤去を

命じる措置命令を受けております。 

 

 当社は企業理念の原点に立ち返り、グループ一丸となって、高いレベルでの企業の社会的責任を全うするためコ

ンプライアンスの徹底、ガバナンスの強化など企業の基本となる取り組みを確実に実践し「コンプライアンス経営

に徹する企業」に生まれ変わることで、社会からの信頼を取り戻すべく全力で取り組む所存です。 

 

②その他 

また、当社は、平成10年に米国ヒューストンに所在する元当社米国子会社の農薬事業を一定の環境免責合意の下

にスイス本社のシンジェンタ社に売却しましたが、平成13年にヒューストンにおいて発生した環境問題に関連する

費用の一部当社負担について、同社より請求を受け、株式購入契約に基づき同社と解決に向けた協議を進めており

ます。なお、当該費用についてはシンジェンタ社との環境免責に対応した米国の環境保険を付保しております。 
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４. 中間連結財務諸表 

（１）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

区分 
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 

（平成19年3月31日）

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

現金及び預金 27,080 34,589  42,349

 受取手形及び売掛金 24,411 31,616  32,375

 棚卸資産 27,887 30,397  30,526

 繰延税金資産 10,406 8,188  8,233

 その他 4,460 2,869  2,801

 貸倒引当金 △425 △380  △424

流動資産合計 93,820 107,281  115,861

Ⅱ 固定資産   

 有形固定資産 53,684 52,592  54,298

 無形固定資産 788 700  810

繰延税金資産 5,639 13,036  13,210

投資その他の資産 11,239 8,754  9,097

貸倒引当金 △100 △73  △101

固定資産合計 71,251 75,010  77,314

資産合計 165,071 182,292  193,175

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

支払手形及び買掛金 16,804 17,247  19,361

短期借入金 33,620 39,657  39,244

フェロシルト回収損失引当金 21,668 16,770  16,591

その他 10,771 11,308  13,529

流動負債合計 82,866 84,982  88,727

Ⅱ 固定負債   

長期借入金 23,596 28,512  33,043

フェロシルト回収損失引当金 － 16,911  15,266

その他 9,643 10,190  10,445

固定負債合計 33,239 55,613  58,755

負債合計 116,105 140,596  147,483

 (純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 資本金 42,028 42,028  42,028

 資本剰余金 8,594 9,231  8,594

 利益剰余金 △795 △11,623  △7,314

 自己株式 △2,819 △621  △32

株主資本合計 47,007 39,015  43,275

Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,511 1,771  1,973

 繰延ヘッジ損益 △4 0  3

 為替換算調整勘定 △872 874  192

評価・換算差額等合計 1,634 2,646  2,168

Ⅲ 少数株主持分 324 32  248

純資産合計 48,966 41,695  45,692

負債・純資産合計 165,071 182,292  193,175
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（２）中間連結損益計算書 

（単位：百万円） 

区分 
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）

Ⅰ 売上高  53,871 60,633  106,161

Ⅱ 売上原価  39,982 43,818  72,649

売上総利益  13,888 16,815  33,511

Ⅲ 販売費及び一般管理費  9,561 10,153  20,800

営業利益  4,326 6,662  12,711

Ⅳ 営業外収益    

 受取利息  59 103  163

 受取配当金  74 43  127

 持分法による投資利益  － －  251

 為替差益  58 69  274

 その他  87 151  209

    計  279 368  1,026

Ⅴ 営業外費用    

 支払利息  604 1,004  1,280

退職給付費用  216 215  433

棚卸資産整理損  156 8  274

 持分法による投資損失  220 26  －

 その他  325 307  686

計  1,524 1,562  2,675

経常利益  3,082 5,469  11,062

Ⅵ 特別利益    

 前期損益修正益  13 73  0

 投資有価証券売却益  191 4  2,197

 その他  27 22  282

計  231 100  2,479

Ⅶ 特別損失    

 固定資産処分損  65 223  268

 減損損失  － －  1,006

 投資有価証券評価損  0 －  47

フェロシルト回収損失引当金繰入額  － 8,739  18,907

 その他  164 79  124

   計  230 9,042  20,354

税金等調整前中間純利益又は税金等
調整前中間（当期）純損失（△） 

 3,083 △3,472  △6,812

法人税、住民税及び事業税  405 499  971

法人税等調整額  902 335  △3,899

少数株主利益又は少数株主損失（△）  1 △0  50

中間純利益又は中間（当期）純損失
（△） 

 1,775 △4,308  △3,935
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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) 

      （単位：百万円） 

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 42,028 8,594 △2,564 △2,829 45,229

中間連結会計期間中の変動額   

 中間純利益  1,775  1,775

自己株式の取得  △12 △12

 自己株式の処分  △0 △6 22 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 － △0 1,768 9 1,778

平成18年9月30日残高 42,028 8,594 △795 △2,819 47,007

 

評価・換算差額等 

 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

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年3月31日残高 3,188 － △1,061 2,126 324 47,679

中間連結会計期間中の変動額   

 中間純利益   1,775

 自己株式の取得   △12

 自己株式の処分   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) △677 △4 189 △492 0 △491

中間連結会計期間中の変動額合計 △677 △4 189 △492 0 1,286

平成18年9月30日残高 2,511 △4 △872 1,634 324 48,966
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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) 

         （単位：百万円） 

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 42,028 8,594 △7,314 △32 43,275

中間連結会計期間中の変動額   

 中間純利益  △4,308  △4,308

自己株式の取得  △26 △26

 自己株式の処分  △0 0 0

合併による変動  637 △563 73

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 － 637 △4,308 △588 △4,259

平成19年9月30日残高 42,028 9,231 △11,623 △621 39,015

 

評価・換算差額等 

 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

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成19年3月31日残高 1,973 3 192 2,168 248 45,692

中間連結会計期間中の変動額   

 中間純利益   △4,308

 自己株式の取得   △26

 自己株式の処分   0

合併による変動   73

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) △201 △2 682 478 △215 262

中間連結会計期間中の変動額合計 △201 △2 682 478 △215 △3,996

平成19年9月30日残高 1,771 0 874 2,646 32 41,695
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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) 

         （単位：百万円） 

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 42,028 8,594 △2,564 △2,829 45,229

連結会計年度中の変動額   

 当期純利益  △3,935  △3,935

自己株式の取得  △26 △26

 自己株式の処分  △0 △815 2,824 2,008

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 － △0 △4,750 2,797 △1,953

平成19年3月31日残高 42,028 8,594 △7,314 △32 43,275

 

評価・換算差額等 

 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

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年3月31日残高 3,188 － △1,061 2,126 324 47,679

連結会計年度中の変動額   

 当期純利益   △3,935

 自己株式の取得   △26

 自己株式の処分   2,008

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額(純額) △1,214 3 1,253 42 △75 △33

連結会計年度中の変動額合計 △1,214 3 1,253 42 △75 △1,987

平成19年3月31日残高 1,973 3 192 2,168 248 45,692
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  （４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円） 

区 分 
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）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益又は中間（当期）純損失
（△） 

3,083 △3,472  △6,812

減価償却費及び償却費 2,801 2,584  5,469

減損損失 － －  1,006

貸倒引当金の増減額（減少：△） △0 3  △4

役員退職慰労及び従業員退職給付引当金 
の増減額（減少：△） 

108 △129  305

フェロシルト回収損失引当金の増減額（減少：△） △7,962 1,824  2,225

受取利息及び受取配当金 △133 △147  △291

支払利息 604 1,004  1,280

為替差損益（差益：△） △93 26  △84

持分法による投資損益（利益：△） 220 26  △160

固定資産売却益 △4 △0  －
固定資産処分損 37 56  161

投資有価証券売却・償還益 △191 △4  △2,197

投資有価証券等評価損 0 －  47

売上債権の増減額（増加：△） 9,262 1,220  1,843

棚卸資産の増減額（増加：△） △981 496  △2,964

その他流動資産の増減額（増加：△） △1,040 △15  763

仕入債務の増減額（減少：△） 2,087 △2,414  3,734

その他流動負債の増減額（減少：△） 874 △2,347  3,586

その他 2 △65  0

小      計 8,677 △1,355  7,910

利息及び配当金の受取額 133 146  282

利息の支払額 △581 △1,024  △1,265

法人税等の支払額 △395 △799  △673

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,832 △3,033  6,253

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △100 △20  △100

定期預金の払戻による収入 20 100  20

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △19 △3  △21

有価証券及び投資有価証券の満期 
及び売却による収入 

442 66  3,796

固定資産の取得による支出 △2,196 △1,044  △5,644

固定資産の売却による収入 17 252  112

貸付による支出 △229 △60  △450

貸付金の回収による収入 61 125  192

少数株主からの株式取得支出 － －  △250

その他 － 7  －
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,005 △576  △2,343

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 △308 1,210  111

長期借入による収入 － －  16,660

長期借入金の返済による支出 △2,039 △5,353  △4,125

自己株式の売却による収入 13 －  2,005

単元未満自己株式の取得・売却による純収支 △10 △25  △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,345 △4,167  14,626

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 93 97  308

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 3,575 △7,679  18,844

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 23,404 42,249  23,404

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 26,979 34,569  42,249 
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（５）中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社 15社 

ISK SINGAPORE PTE.LTD. 

ISK AMERICAS INCORPORATED 

ISK BIOCIDES, INC. 

ISK MAGNETICS, INC. 

ISK BIOSCIENCES CORP. 

ISHIHARA CORPORATION U.S.A. 

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A. 

ISK BIOSCIENCES S.L. 

 

IBE FRANCE S.A.R.L.  

台湾石原産業(股) 

石原テクノ(株) 

石原化工建設(株) 

石原物流サービス(株) 

石原バイオサイエンス(株) 

富士チタン工業（株）      

なお、当中間連結会計期間において、当社の連結子会社であった石原不動産株式会社は、平成19年5月1日

をもって当社と合併しております。 

 

非連結子会社 12社 非連結子会社はいずれも小規模会社であり、全体として

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。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

 

BELCHIM CROP PROTECTION S.A.に対する投資について、持

分法を適用しております。 

 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

 

 

 

在外連結子会社の中間決算日は、すべて6月30日でありま

す。連結に際しては当該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、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 

重要な資産の評価基準及び評価方法 

 

 

(1)有価証券 

 

 

 

満期保有目的の債券：償却原価法 

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

り算定しております。） 

時価のないもの：移動平均法による原価法 

(2)デリバティブ 時価法 

 

(3)棚卸資産 

 

総平均法による原価法 

なお、ISK SINGAPORE PTE.LTD.は移動平均法に基づく低

価法、その他の在外連結子会社は主として総平均法に基づ

く低価法 

 

重要な減価償却資産の減価償却の方法  

 (1)有形固定資産 

 

主として定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物   3～55年 

  機械装置及び運搬具 2～20年 

 

(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)に基づく定額法によっておりま

す。 
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  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、貸倒懸念債権等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。 

 

(2)賞与引当金 

 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見

込額に基づき計上しております。 

(3)定期修繕引当金 特定設備に係る定期修繕に要する支出に備えるため、その

支出見込額に基づき、当中間連結会計期間末に負担すべき費

用を計上しております。 

(4)フェロシルト回収損失引当金 

 

フェロシルトの回収措置における今後の回収及び処分に要

する支出に備えるため、将来の支出見積額を計上しておりま

す。見積額については、その搬出に要する現地工事費、輸送

費及び処分費用等について、施工地域・搬出処分先別に算出

した額を計上しております。 

 

(5)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。 

会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用

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

による定額法により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務

期間による定額法により、翌連結会計年度から費用処理して

おります。 

  

(6)役員退職慰労引当金 

 

当社は、平成19年6月28日開催の第84回定時株主総会におい

て役員退職慰労金制度を廃止し、打ち切り支給することを決

議いたしました。これにより、当中間連結会計期間におい

て、「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打ち切り支給

額の未払分については、流動負債及び固定負債の「その他」

に含めて表示しております。 

国内子会社については、役員の退職慰労金の支出に備える

ため、会社内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま

す。 

 

  重要な外貨建の資産又は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しております。な

お、在外連結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、収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定及び少数株主持分に含めております。 

 

 重要なリース取引の処理方法 

 

当社及び国内連結子会社は、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、在外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。 
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重要なヘッジ会計の方法  

(1)ヘッジ会計の方法 主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当

処理の要件を満たしている為替予約は振当処理に、特例処理

の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によ

っております。 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段：為替予約及び金利スワップ 

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引、 

借入金利息 

(3)ヘッジ方針 当社グループの内部規定である「デリバティブ取引管理規

定」に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジ

しております。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

 

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計

と、ヘッジ手段の相場変動または、キャッシュ・フロー変動

の累計を比較する方法によっております。ただし、特例処理

によっている金利スワップについては有効性の評価を省略し

ております。 

 

 消費税等の会計処理の方法 税抜方式を採用しております。 

 

  ５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資

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、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短

期投資を含めております。 
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(６) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

 

(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) 

有形固定資産の減価償却累計額 

127,618百万円 

 

担保に供している資産 

    短期借入金18,207百万円、長期

借入金8,707百万円、その他固定負

債35百万円については、次の担保

を供しております。 

  建物及び 

構築物      16,071百万円 

  機械装置及び 

運搬具     20,917百万円 

 土地       4,429百万円 

その他の有形固定資産  

414百万円 

    

なお、上記のうち財団抵当に供し

ている有形固定資産の合計額は

28,849百万円であり、その種類は全

てに亘っております。 

上記のほか現金及び預金80百万円

が質権設定されております。 

また、ISK SINGAPORE PTE. LTD.

は、一部の有形固定資産を除く全資

産担保契約を行っており、当中間連

結会計期間末の担保資産合計額は

7,973百万円であります。 

 

保証債務       204百万円 

           

受取手形割引高    142百万円 

 

コミットメントライン 

   取引銀行５行との間にフェロシ

ルト回収費用及びこれに関連する

その他の費用を資金使途とするシ

ンジケート方式による貸出コミッ

トメントライン契約を締結してお

り、当該契約に基づく当中間連結

会計期間末借入未実行残高は次の

とおりであります。 

貸出コミットメント 

の総額           25,000百万円 

借入実行額       10,000       

未実行残高       15,000百万円 

有形固定資産の減価償却累計額 

131,751百万円 

 

担保に供している資産 

    短期借入金16,972百万円、長期

借入金7,447百万円については、

次の担保を供しております。 

建物及び 

構築物      15,770百万円 

  機械装置及び 

運搬具     20,977百万円 

  土地      4,799百万円 

その他の有形固定資産  

411百万円 

 

 

なお、上記のうち財団抵当に供

している有形固定資産の合計額は  

28,491百万円であり、その種類は

全てに亘っております。 

上記のほか現金及び預金80百万

円が質権設定されております。 

また、ISK SINGAPORE PTE. LTD.

は、一部の有形固定資産を除く全

資産担保契約を行っており、当中

間連結会計期間末の担保資産合計

額は8,802百万円であります。 

 

保証債務       191百万円 

   

受取手形割引高    118百万円 

 

 

－ 

 

 

 

       

 

 

 

有形固定資産の減価償却累計額 

129,028百万円 

 

担保に供している資産 

    短期借入金18,564百万円、長期

借入金8,319百万円、その他固定負

債35百万円については、次の担保

を供しております。 

  建物及び 

構築物      15,669百万円 

  機械装置及び 

運搬具     20,636百万円 

 土地       4,441百万円 

その他の有形固定資産  

421百万円 

   

なお、上記のうち財団抵当に供

している有形固定資産の合計額は

27,770百万円であり、その種類は

全てに亘っております。 

上記のほか現金及び預金80百万

円が質権設定されております。 

また、ISK SINGAPORE PTE. LTD.

は、一部の有形固定資産を除く全資

産担保契約を行っており、当連結会

計年度末の担保資産合計額は9,119

百万円であります。 

 

保証債務       198百万円 

 

受取手形割引高    931百万円 

裏書手形       143百万円 

  

－ 
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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) 

その他 

  中間連結会計期間末日の満期手

形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しておりま

す。 

なお、当中間連結会計期間の末

日が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

期間末日の残高に含まれておりま

す。 

 受取手形      781百万円 

 支払手形      367百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

  中間連結会計期間末日の満期手

形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しておりま

す。 

なお、当中間連結会計期間の末

日が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

期間末日の残高に含まれておりま

す。 

 受取手形      795百万円 

 支払手形      378百万円 

 

その他 

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

期末日満期手形が期末残高に含ま

れております。 

 

 

 受取手形       387百万円 

 支払手形       370百万円 
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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) 

研究開発費の総額 

一般管理費及び製造費用に含ま

れる研究開発費の総額は3,056百

万円であります。 

研究開発費の総額 

一般管理費及び製造費用に含ま

れる研究開発費の総額は3,400

百万円であります。 

  

研究開発費の総額 

一般管理費及び製造費用に含ま

れる研究開発費の総額は6,398百

万円であります。 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減損損失 

当社及び連結子会社は、以下の

資産グループについて減損損失を

計上しております。 

 

場所 四日市工場 

(三重県四日市市） 

 用途 遊休資産 

 種類 構築物及び機械装置等 

 減損損失 1,006百万円 

 

（経緯及びグルーピングの方法） 

当社及び連結子会社は、減損

損失の算定に当たり、事業及び製

造工程の関連性により資産のグル

ーピングを行っておりますが、賃

貸不動産や将来の使用が廃止され

た遊休資産など、独立したキャッ

シュ・フローを生み出すと認めら

れるものは個別の資産グループと

しています。また、本社、研究開

発施設及び厚生施設等、特定の事

業との関連が明確でない資産につ

いては、共用資産としています。

当社は、平成17年6月に完工させ

た石炭ボイラーの稼動によりエネ

ルギーコストの削減を実現し、平

成18年10月度にて同設備の定期修

繕を終えるなど安定操業に至る一

連の技術的諸元を確立したことか

ら、予備機として稼動休止中の重

油ボイラー設備等の使用を廃止す

ることを決定しましたので、遊休

資産として認識し、正味売却価額

により回収可能価額を測定し減損

損失を特別損失に計上しておりま

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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 384,360          －          －       384,360
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 12,078 68 91 12,055
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 68 千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 連結子会社保有株式売却 83 千株 

単元未満株主からの売渡請求による処分 8 千株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 384,360 3,479 － 387,839
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

石原不動産（株）との合併の際、同社株主に対し新株を発行したことによる増加 3,479 千株 

 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 139 3,153 3 3,289
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

石原不動産（株）との合併時に連結子会社に新株を交付したことによる増加 3,035 千株 

 単元未満株式の買取りによる増加 118 千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株主からの売渡請求による処分 3 千株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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 前連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計期間末 

普通株式(千株) 384,360          －             － 384,360
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計期間末 

普通株式(千株) 12,078 157 12,096 139
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 157 千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株主からの売渡請求による処分 13 千株 

     当社保有株式売却 12,000 千株 
     連結子会社保有株式売却 83 千株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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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) 

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 

(平成18年9月30日現在) 

現金及び預金勘定   27,080百万円 

預入期間が３か月 

を超える定期預金   △100百万円  

現金及び現金同等物 26,979百万円 

 

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 

(平成19年9月30日現在)

現金及び預金勘定   34,589百万円 

預入期間が３か月 

を超える定期預金    △20百万円 

現金及び現金同等物 34,569百万円

 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

(平成19年3月31日現在)

現金及び預金勘定   42,349百万円 

預入期間が３か月 

を超える定期預金    △100百万円  

現金及び現金同等物 42,249百万円

 

持分法による投資損益は、配当金受

取額を控除して記載しております。 

 

持分法による投資損益は、配当金受

取額を控除して記載しております。

 

持分法による投資損益は、配当金受

取額を控除して記載しております。
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石原産業㈱(4028) 平成20年3月期中間決算短信

(セグメント情報) 

１ 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)      （単位：百万円） 

 無機化学事業 有機化学事業 その他の事業 計 
消去又は 
全社 

連結 

 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

28,062 22,816 2,991 53,871 － 53,871

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － 5,786 5,786 (5,786) －

計 28,062 22,816 8,778 59,657 (5,786) 53,871

営業費用 25,986 19,329 8,258 53,574 (4,030) 49,544

営業利益 2,075 3,487 519 6,083 (1,756) 4,326

 

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)      （単位：百万円） 

 無機化学事業 有機化学事業 その他の事業 計 
消去又は 
全社 

連結 

 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

28,990 26,755 4,887 60,633 － 60,633

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － 3,514 3,514 (3,514) －

計 28,990 26,755 8,401 64,148 (3,514) 60,633

営業費用 27,188 20,888 7,926 56,004 (2,032) 53,971

営業利益 1,801 5,867 475 8,144 (1,481) 6,662

 

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)        （単位：百万円） 

 無機化学事業 有機化学事業 その他の事業 計 
消去又は 
全社 

連結 

 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

57,641 43,196 5,323 106,161 － 106,161

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － 12,058 12,058 (12,058) －

計 57,641 43,196 17,382 118,219 (12,058) 106,161

営業費用 53,542 32,529 16,014 102,086 (8,636) 93,449

営業利益 4,098 10,666 1,367 16,133 (3,421) 12,711

  

(注) １ 事業区分は、製品の種類、製造方法及び市場等の類似性を勘案して決定しており、各事業区分に属する

主要な製品又は事業内容は、次の通りであります。 

(1) 無機化学事業……酸化チタン・機能材料、電子材料、磁性酸化鉄・その他化成品 

(2) 有機化学事業……農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤等）、有機中間体、医薬 

(3) その他の事業……建設業、不動産業、運輸業及び商社業等 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前中間連結会計期間 1,531

百万円、当中間連結会計期間 1,565百万円、前連結会計年度3,162百万円であり、その主なものは、親会

社本社の管理部門に係る費用であります。 
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２ 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)      （単位：百万円） 

 日本 アジア 米州 欧州 計 
消去 

又は全社 
連結 

 売上高及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

30,834 4,861 3,425 14,750 53,871 － 53,871

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

11,543 2,479 9 66 14,098 (14,098) －

計 42,377 7,340 3,435 14,817 67,970 (14,098) 53,871

営業費用 37,458 7,265 3,407 14,381 62,512 (12,967) 49,544

営業利益 4,919 75 27 435 5,458 (1,131) 4,326

 

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)      （単位：百万円） 

 日本 アジア 米州 欧州 計 
消去 

又は全社 
連結 

 売上高及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

34,864 5,293 2,254 18,220 60,633 － 60,633

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

14,207 2,492 15 76 16,791 (16,791) －

計 49,072 7,786 2,270 18,296 77,425 (16,791) 60,633

営業費用 42,251 7,625 2,246 17,639 69,761 (15,790) 53,971

営業利益 6,820 160 24 657 7,664 (1,001) 6,662

     

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)        （単位：百万円） 

 日本 アジア 米州 欧州 計 
消去 

又は全社 
連結 

 売上高及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

70,025 10,043 5,173 20,918 106,161 － 106,161

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

27,850 5,126 27 96 33,101 (33,101) －

計 97,876 15,170 5,201 21,015 139,262 (33,101) 106,161

営業費用 82,548 14,921 5,356 20,559 123,386 (29,936) 93,449

営業利益又は営業損失
（△） 

15,327 248 △155 455 15,876 (3,165) 12,711

(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、本邦以外の各

区分に属する主要な国又は地域は、次の通りであります。 

(1) アジア：シンガポール、台湾 (2) 米州：米国 (3) 欧州：ベルギー、フランス、スペイン  

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前中間連結会計期間 1,531

百万円、当中間連結会計期間 1,565百万円、前連結会計年度3,162百万円であり、その主なものは、親

会社本社の管理部門に係る費用であります。 
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３ 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)      （単位：百万円） 

 アジア 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高 11,807 5,662 16,081 220 33,772

Ⅱ 連結売上高  53,871

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

21.9 10.5 29.9 0.4 62.7

 

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)      （単位：百万円） 

 アジア 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高 12,852 6,079 18,997 296 38,225

Ⅱ 連結売上高  60,633

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

21.2 10.0 31.3 0.5 63.0

 

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)        （単位：百万円） 

 アジア 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高 26,026 9,634 23,552 571 59,784

Ⅱ 連結売上高  106,161

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

24.5 9.1 22.2 0.5 56.3

 

(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、各区分に属す

る主要な国又は地域は、次の通りであります。 

(1) アジア ：中国、台湾、韓国、タイ、インドネシア、シンガポール 

(2) 米州  ：米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ 

(3) 欧州  ：ドイツ、オランダ、フランス、英国、ベルギー、イタリア、東欧及び中東地域 

(4) その他 ：オーストラリア、ニュージーランド、アフリカ 

２ 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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石原産業㈱(4028) 平成20年3月期中間決算短信

(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 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

(単位：百万円) 

区分 
中間連結貸借 
対照表計上額 

時価 差額 

(1) 国債・地方債等 10 9 △0

(2) 社債 － － －

(3) その他 － － －

計 10 9 △0

    

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 
 
 

 
 

 （単位：百万円）

区分 取得原価 
中間連結貸借 
対照表計上額 

差額 

(1) 株式 3,506 7,717 4,210

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

計 3,506 7,717 4,210

 

３ 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 

               
(単位：百万円) 

区分 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

 非上場株式 980
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当中間連結会計期間末（平成19年9月30日） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

(単位：百万円) 

区分 
中間連結貸借 
対照表計上額 

時価 差額 

(1) 国債・地方債等 10 9 △0

(2) 社債 － － －

(3) その他 － － －

計 10 9 △0

    

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 
 
 

 
 

 （単位：百万円）

区分 取得原価 
中間連結貸借 
対照表計上額 

差額 

(1) 株式 2,166 4,875 2,708

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

計 2,166 4,875 2,708

 

３ 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 

               
(単位：百万円) 

区分 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

 非上場株式 957
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石原産業㈱(4028) 平成20年3月期中間決算短信

前連結会計年度末（平成19年3月31日） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

(単位：百万円) 

区分 連結貸借対照表計上額 時価 差額 

(1) 国債・地方債等 10 9 △0

(2) 社債 － － －

(3) その他 － － －

計 10 9 △0

    

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 
 
 

 
 

 （単位：百万円）

区分 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

(1) 株式 2,165 5,165 2,999

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

計 2,165 5,165 2,999

 

３ 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 

               
(単位：百万円) 

区分 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

 非上場株式 954

 

 

(ストック・オプション等) 

該当事項はありません。 
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石原産業㈱(4028) 平成20年3月期中間決算短信

 (企業結合等) 

 

 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) 

（共通支配下の取引等） 

当社は、平成19年3月7日開催の取締役会において連結子会社である石原不動産株式会社との合併を決議し、同日

合併契約を締結いたしました。当社は会社法第796条第3項に基づく簡易合併の手続きにより、また、石原不動産

株式会社は、平成19年3月23日開催の臨時株主総会において合併契約の承認を受け、平成19年5月1日に合併いたし

ました。 

 

（１）結合当事企業の名称 

石原不動産株式会社 

（２）事業内容 

不動産業 

（３）企業結合の法的形式 

石原産業株式会社を存続会社とする吸収合併方式 

（４）結合後企業の名称 

石原産業株式会社 

（５）取引の概要 

石原不動産株式会社の不動産業務と保有資産を当社へ集約することにより、重複業務にかかる間

接経費の削減とグループ保有資産の効率的な運用を図るため、平成19年5月1日付で合併いたしまし

た。なお、合併により石原不動産株式会社は解散しております。 

（６）実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正 平成18年12月

22日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

（７）合併比率 

石原不動産株式会社の株式1株に対し、当社の株式3.55株を割り当てる。 

（８）石原不動産株式会社の要約貸借対照表 

（平成19年4月30日現在）  

区分 金額（百万円） 区分 金額（百万円） 

流動資産 80 流動負債 1,916

固定資産 3,754 固定負債 536

 負債合計 2,452

 純資産合計 1,382

資産合計 3,835 負債・純資産合計 3,835
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石原産業㈱(4028) 平成20年3月期中間決算短信

 

(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 130.65円
 

１株当たり純資産額 108.34円
 

１株当たり純資産額 118.28円
 

１株当たり中間純利益 4.77円
 

１株当たり中間純利益 △11.20円
 

１株当たり当期純利益 △10.54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、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
当期純利益金額については、潜在
株式が存在しないため、記載して 
おりません。 
 

(注) 算定上の基礎 

 

１ １株当たり純資産額 

(単位：百万円) 

項目 
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) 

純資産の部の合計額 48,966 41,695 45,692 

純資産の部の合計額から控除する金額 324 32 248 

(うち少数株主持分)  (324) (32) (248)

普通株式に係る純資産額 48,641 41,662 45,444 

1株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数(千株) 
372,304 384,550 384,221 

 

 

２ １株当たり中間純利益又は中間（当期）純損失 

(単位：百万円) 

項目 
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)

中間純利益及び中間(当期)純損失(△) 1,775              △4,308 △3,935 

普通株主に帰属しない金額          －                   －          －

普通株式に係る中間純利益及び中間
(当期)純損失(△) 

        1,775              △4,308        △3,935

普通株式の期中平均株式数(千株) 372,280 384,487 373,189 
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（重要な後発事象） 

  

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) 

 

当社は、平成19年6月8日開催の取締役会において連結子会社である石原物流サービス株式会社との合併を

決議し、平成19年8月10日合併契約を締結いたしました。当社は会社法第796条第3項に基づく簡易合併の手続

きにより、また、石原物流サービス株式会社は同法第784条第1項（略式合併）の定めにより、平成19年10月1

日に合併いたしました。 

 

（１）結合当事企業の名称 

石原物流サービス株式会社 

（２）事業内容 

運輸業 

（３）企業結合の法的形式 

石原産業株式会社を存続会社とする吸収合併方式 

（４）結合後企業の名称 

石原産業株式会社 

（５）取引の概要 

当社は四日市工場における原料受け入れから、製品の包装、出荷に至る全般的な物流業務を一元

化の上、責任体制を明確化し、より一層の物流業務の効率化を図るため石原物流サービス株式会社

と合併しました。 

なお、合併により石原物流サービス株式会社は解散しております。 

当社は石原物流サービス株式会社の発行済株式の全株式を所有しているために、合併による新株

式の発行及び資本金の増加はありません。 

（６）実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正 平成18年12

月22日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

 

（７）石原物流サービス株式会社の要約貸借対照表 

（平成19年9月30日現在）  

区分 金額（百万円） 区分 金額（百万円） 

流動資産 674 流動負債 456

固定資産 15 固定負債 12

 負債合計 469

 純資産合計 221

資産合計 690 負債・純資産合計 690
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(開示の省略) 

   リース取引、デリバティブ取引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、開示を省略します。 
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５． 中間個別財務諸表 

（１）中間貸借対照表 

 (単位：百万円)  

区分 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 

(平成19年3月31日) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

 現金及び預金 22,548 29,727  36,859

 受取手形 607 551  741

 売掛金 19,679 23,255  30,161

 棚卸資産 17,951 18,917  16,025

 繰延税金資産 9,872 7,777  7,839

 その他 4,416 2,994  3,047

 貸倒引当金 △357 △356  △481

流動資産合計 74,719 82,867  94,193

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

建物 13,813 13,333  13,446

機械及び装置 18,034 17,628  17,371

建設仮勘定 1,351 696  2,755

その他 4,027 7,094  4,056

有形固定資産合計 37,226 38,753  37,629

２ 無形固定資産   

無形固定資産合計 143 117  128

３ 投資その他の資産   

投資有価証券 31,810 29,804  29,512

長期貸付金 1,577 397  1,645

繰延税金資産 3,053 10,671  10,515

その他 943 921  907

貸倒引当金 △82 △62  △83

投資損失引当金 △2,979 △3,073  △3,073

投資その他の資産合計 34,322 38,659  39,423

固定資産合計 71,692 77,530  77,181

資産合計 146,411 160,397  171,375
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(単位：百万円) 

区分 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 

(平成19年3月31日) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

支払手形 2,525 3,064  4,286

買掛金 8,876 8,105  10,777

短期借入金 29,220 34,440  34,363

フェロシルト回収損失引当金 21,668 16,770  16,591

その他 9,020 8,230  9,408

流動負債合計 71,312 70,612  75,426

Ⅱ 固定負債   

長期借入金 22,557 28,182  32,624

退職給付引当金 5,500 5,705  5,655

役員退職慰労引当金 244 －  282

フェロシルト回収損失引当金 － 16,911  15,266

その他 1,097 1,396  1,292

固定負債合計 29,399 52,195  55,121

負債合計 100,711 122,807  130,548

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 42,028 42,028  42,028

２ 資本剰余金   

資本準備金 7,763 7,763  7,763

その他資本剰余金 0 637  －

資本剰余金合計 7,763 8,400  7,763

３ 利益剰余金   

(1)利益準備金 269 269  269

(2)その他利益剰余金   

 特別償却準備金 557 467  510

 繰越利益剰余金 △4,487 △15,229  △11,554

利益剰余金合計 △3,659 △14,492  △10,774

４ 自己株式 △2,819 △57  △32

   株主資本合計 43,312 35,879  38,985

Ⅱ 評価・換算差額等   

 その他有価証券評価差額金 2,386 1,710  1,841

評価・換算差額等合計 2,386 1,710  1,841

純資産合計 45,699 37,589  40,827

負債・純資産合計 146,411 160,397  171,375
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（２）中間損益計算書 

(単位：百万円) 

区分 
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)

Ⅰ 売上高 34,657 39,507  82,334

Ⅱ 売上原価 24,707 27,091  56,127

売上総利益 9,949 12,415  26,207

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,073 7,542  15,409

営業利益 2,876 4,872  10,797

Ⅳ 営業外収益   

   受取利息 36 71  94

   受取配当金 131 638  239

   為替差益 104 115  331

   賃貸収益 38 54  71

   その他 42 69  65

   営業外収益合計 353 950  802

Ⅴ 営業外費用   

支払利息 530 921  1,121

棚卸資産整理損 124 5  196

退職給付費用 213 213  426

その他 250 212  464

営業外費用合計 1,118 1,352  2,209

経常利益 2,111 4,470  9,390

Ⅵ 特別利益   

   前期損益修正益 91 143  －

   投資有価証券売却益 191 －  2,197

   抱合せ株式消滅差益 － 610  －

   その他 23 1  23

   特別利益合計 305 756  2,220

Ⅶ 特別損失   

   固定資産処分損 47 203  235

   減損損失 － －  1,006

   投資有価証券評価損 0 －  11

   関係会社株式評価損 － －  36

   フェロシルト回収損失引当金 
繰入額 － 8,739  18,907

   投資損失引当金繰入額 200 －  294

   その他 5 50  4

   特別損失合計 253 8,992  20,493

税引前中間純利益又は 
税引前中間（当期）純損失（△） 2,163 △3,766  △8,882

法人税、住民税及び事業税 9 9  18

法人税等調整額 964 △58  △3,784

中間純利益又は中間（当期） 
純損失（△） 1,189 △3,717  △5,116
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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)    

       (単位：百万円) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年3月31日残高 42,028 7,763 0 7,764

中間会計期間中の変動額  

 特別償却準備金の積立  

 特別償却準備金の取崩  

 中間純利益  

 自己株式の取得  

 自己株式の処分 △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 － － △0 △0

平成18年9月30日残高 42,028 7,763 0 7,763

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却準備金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高 269 － △5,119 △4,849 △2,809 42,134

中間会計期間中の変動額   

 特別償却準備金の積立  600 △600 －  －

 特別償却準備金の取崩  △42 42 －  －

 中間純利益  1,189 1,189  1,189

 自己株式の取得  △12 △12

 自己株式の処分  2 1
 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 － 557 631 1,189 △10 1,178

平成18年9月30日残高 269 557 △4,487 △3,659 △2,819 43,312

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年3月31日残高 3,017 3,017 45,151 

中間会計期間中の変動額  

 特別償却準備金の積立 － 

 特別償却準備金の取崩 － 

 中間純利益 1,189 

 自己株式の取得 △12 

 自己株式の処分 1 
 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △630 △630 △630 

中間会計期間中の変動額合計 △630 △630 548 

平成18年9月30日残高 2,386 2,386 45,699 

 

 

 



ファイル名：P34-P39～_単体PL ・EQ・会計方針.doc 最終印刷日時：11/15/2007 9:33:00 AM 
 

―  ― 36

石原産業㈱(4028) 平成20年3月期中間決算短信

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) 

(単位：百万円) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年3月31日残高 42,028 7,763 － 7,763

中間会計期間中の変動額  

 特別償却準備金の取崩  

 中間純利益  

 自己株式の取得  

 自己株式の処分  

 合併による変動 637 637

 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 － － 637 637

平成19年9月30日残高 42,028 7,763 637 8,400

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却準備金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日残高 269 510 △11,554 △10,774 △32 38,985

中間会計期間中の変動額   

 特別償却準備金の取崩  △42 42 －  －

 中間純利益  △3,717 △3,717  △3,717

 自己株式の取得  △26 △26

 自己株式の処分  △0 △0 0 0

 合併による変動   637

 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 － △42 △3,675 △3,717 △25 △3,105

平成19年9月30日残高 269 467 △15,229 △14,492 △57 35,879

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年3月31日残高 1,841 1,841 40,827 

中間会計期間中の変動額  

 特別償却準備金の取崩 － 

 中間純利益 △3,717 

 自己株式の取得 △26 

 自己株式の処分 0 

 合併による変動 637 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △131 △131 △131 

中間会計期間中の変動額合計 △131 △131 △3,237 

平成19年9月30日残高 1,710 1,710 37,589 
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前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

(単位：百万円) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年3月31日残高 42,028 7,763 0 7,764

事業年度中の変動額  

 特別償却準備金の積立  

 特別償却準備金の取崩  

 当期純利益  

 自己株式の取得  

 自己株式の処分 △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 － － △0 △0

平成19年3月31日残高 42,028 7,763 － 7,763

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却準備金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高 269 ― △5,119 △4,849 △2,809 42,134

事業年度中の変動額   

 特別償却準備金の積立  600 △600 －  －

 特別償却準備金の取崩  △90 90 －  －

 当期純利益  △5,116 △5,116  △5,116

 自己株式の取得  △26 △26

 自己株式の処分  △808 △808 2,803 1,994
 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 ― 510 △6,434 △5,924 2,776 △3,148

平成19年3月31日残高 269 510 △11,554 △10,774 △32 38,985

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年3月31日残高 3,017 3,017 45,151 

事業年度中の変動額  

 特別償却準備金の積立 － 

 特別償却準備金の取崩 － 

 当期純利益 △5,116 

 自己株式の取得 △26 

 自己株式の処分 1,994 
 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額) △1,175 △1,175 △1,175 

事業年度中の変動額合計 △1,175 △1,175 △4,324 

平成19年3月31日残高 1,841 1,841 40,827 
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（４）中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

１ 資産の評価基準及び評価方法  

(1)有価証券 

 

 

 

満期保有目的の債券･･･償却原価法 

子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法 

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しておりま

す。) 

時価のないもの：移動平均法による原価法 

 

(2)デリバティブ 時価法 

 

(3)棚卸資産 

 

総平均法による原価法 

 

２ 固定資産の減価償却の方法  

 (1)有形固定資産 

 

定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次の通りであります。 

建物     3～50年 

    機械及び装置 4～17年 

 

(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)に基づく定額法によっております。 

 

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。 

 

(2)賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額

に基づき計上しております。 

 

(3)定期修繕引当金 特定設備に係る定期修繕に要する支出に備えるため、その支出

見込額に基づき、当中間期末に負担すべき費用を計上しておりま

す。 

 

(4)フェロシルト回収損失引当金 

 

フェロシルトの回収措置における今後の回収及び処分に要する支

出に備えるため、将来の支出見積額を計上しております。見積額に

ついては、その搬出に要する現地工事費、輸送費及び処分費用等に

ついて、施工地域・搬出処分先別に算出した額を計上しておりま

す。  

 

(5)投資損失引当金 子会社等への投資にかかる損失に備えるため、当該会社の財政状

態及び回収可能性を勘案して必要額を計上しております。 

(6)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、当中間期末において発生して

いると認められる額を計上しております。 

   会計基準変更時差異 （6,399百万円）は、15年による按分額を費

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による

定額法により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間

による定額法により、翌事業年度から費用処理しております。 
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(7)役員退職慰労引当金 当社は平成19年6月28日開催の第84回定時株主総会において、

役員退職慰労金制度を廃止し、打ち切り支給することを決議いた

しました。これにより、当中間期において「役員退職慰労引当

金」を全額取り崩し、打ち切り支給額の未払分については、流動

負債及び固定負債の「その他」に表示しております。 

 

４ 外貨建の資産又は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。 

 

６ ヘッジ会計の方法  

(1)ヘッジ会計の方法 主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理

の要件を満たしている為替予約は振当処理に、特例処理の要件を

満たしている金利スワップについては特例処理によっておりま

す。 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段：為替予約及び金利スワップ取引 

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引、 

借入金利息 

 

(3)ヘッジ方針 当社の内部規定である「デリバティブ取引管理規定」に基づき、

為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。 

 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

 

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計と、ヘ

ッジ手段の相場変動または、キャッシュ・フロー変動の累計を比較

する方法によっております。特例処理の要件によっている金利スワ

ップについては有効性の評価を省略しております 

 

７ その他中間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の方法 税抜方式によっております。 
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（６）中間個別財務諸表に関する注記事項 

 

(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) 

有形固定資産の減価償却累計額 

95,915百万円 

 

有形固定資産の減価償却累計額 

99,061百万円 

 

有形固定資産の減価償却累計額 

97,250百万円 

 

担保に供している資産 

 有形固定資産  33,527百万円 

 (うち工場財団抵当) 

        (25,499百万円) 

 

 上記に対応する債務 

 短期借入金   14,910百万円 

 長期借入金    7,668百万円 

 その他固定負債   35百万円 

  上記のほか現金及び預金80百万

円が質権設定されております。 

 

担保に供している資産 

  有形固定資産  35,979百万円 

 (うち工場財団抵当) 

          (25,441百万円) 

  

 上記に対応する債務 

 短期借入金   15,064百万円 

 長期借入金    7,117百万円 

  

上記のほか現金及び預金80百万

円が質権設定されております。 

 

担保に供している資産 

  有形固定資産  32,579百万円 

 (うち工場財団抵当) 

        (24,748百万円) 

  

 上記に対応する債務 

 短期借入金   14,993百万円 

 長期借入金   7,900百万円 

 その他固定負債    35百万円 

  上記のほか現金及び預金80百万

円が質権設定されております。 

 

保証債務      2,206百万円 

 

保証債務     1,195百万円 保証債務     1,688百万円 

受取手形割引高    48百万円 

 

受取手形割引高    63百万円 受取手形割引高    282百万円 

コミットメントライン 

   取引銀行５行との間にフェロシ

ルト回収費用及びこれに関連する

その他の費用を資金使途とするシ

ンジケート方式による貸出コミッ

トメントライン契約を締結してお

り、当該契約に基づく当中間期末

借入未実行残高は次の通りであり

ます。 

 

貸出コミットメント 

の総額          25,000百万円 

借入実行額      10,000       

未実行残高      15,000百万円 

 

 － 

 

－ 

 

その他 

  中間期末日の満期手形の会計処

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

中間期末日の満期手形が期末残高

に含まれております。 

 受取手形      150百万円 

 支払手形      234百万円 

 

その他 

  中間期末日の満期手形の会計処

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

中間期末日の満期手形が期末残高

に含まれております。 

 受取手形       125百万円 

 支払手形       251百万円 

 

その他 

  期末日の満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決

済処理しております。 

なお、当期末日が金融機関の休

日であったため、次の期末日満期

手形が、期末残高に含まれており

ます。 

 受取手形     148百万円 

 支払手形      206百万円 
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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) 

減価償却実施額 

 有形固定資産   1,829百万円 

 無形固定資産     17百万円 

  

減価償却実施額 

 有形固定資産    1,712百万円 

 無形固定資産       16百万円 

減価償却実施額 

 有形固定資産    3,554百万円 

 無形固定資産     34百万円 

 

 

  

 

 

(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) 

  自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(千株) 11,995                  68                   8              12,055
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 68 千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株主からの売渡請求による処分 8 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) 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(千株) 139                 118                   3                 253
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 118 千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株主からの売渡請求による処分 3 千株 

 

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株) 11,995                 157              12,013                 139
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 157 千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株主からの売渡請求による処分 13 千株 

 当社保有株式売却 12,000 千株 
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(有価証券関係) 

 

前中間会計期間末(平成18年9月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末(平成19年9月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

前事業年度末(平成19年3月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

 

(企業結合等) 

 

 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) 

中間連結財務諸表、注記事項の（企業結合等）に記載の通りであります。 

 

 

(１株当たり情報)  

 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 

（重要な後発事象） 

 

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) 

中間連結財務諸表、注記事項の（重要な後発事象）に記載の通りであります。 

 

 

(開示の省略) 

    リース取引、デリバティブ取引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、開示を省略いたします。 

 

 

 




