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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が希薄化効果を有しないので記載してお

りません。 

３ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては、記載しておりません。 

４ 当社は関連会社がないので、持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失はありません。 

５ 平成16年３月期の１株当たり配当額10円(１株当たり中間配当額４円)には、創立90周年記念配当２円を含ん

でおります。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第134期中 第135期中 第136期中 第134期 第135期

会計期間

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (千円) 2,992,423 3,706,100 3,830,749 6,460,835 7,476,520

経常利益 (千円) 344,904 554,114 615,607 725,965 1,031,662

中間(当期)純利益 (千円) 171,491 326,907 334,324 361,628 611,851

持分法を適用した場合の 
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 823,240 823,240 1,023,240 823,240 823,240

発行済株式総数 (千株) 9,668 9,668 11,435 9,668 9,668

純資産額 (千円) 4,362,871 4,783,901 5,724,535 4,548,359 5,039,446

総資産額 (千円) 6,898,052 7,383,148 8,222,471 7,255,972 7,375,126

１株当たり純資産額 (円) 468.00 513.43 518.78 485.34 537.92

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 18.39 35.08 30.29 36.11 62.40

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額

(円) 4 5 6 10 12

自己資本比率 (％) 63.2 64.8 69.6 62.7 68.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 242,716 △104,170 330,434 749,442 207,392

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △181,405 △174,689 △442,750 △382,470 △ 311,012

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 18,662 △69,725 529,984 △100,968 △ 110,846

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 977,972 815,416 1,367,204 1,164,002 949,536

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
248
〔45〕

234
〔68〕

232
〔74〕

237
〔53〕

225
〔70〕



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員(他社から当社への出向者を含む)であり、臨時従業員数は〔 〕内に当中間会計期間の

平均人員を外数で記載しています。 

２ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託・契約従業員が含まれます。 

  

(2) 労働組合の状況 

労使関係については、特に記載すべき事項はありません。 

  

従業員数(名) 232〔74〕



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

  当中間期におけるわが国の経済は、昨年来の原油の高騰や原材料の値上がりで、一部の産業では、

 その影響が出ているものの、全般的には好調を維持し、各種の経済指標にもその傾向は顕著にあらわ

 れてきております。 

  このような状況のもとで、当社は増大するコストを社内の合理化で制御する一方、引き続き新規分

  野へのアプローチを図ってまいりました。 

  この結果、売上高につきましては38億30,749千円、前年同期比3.4％の増収となりました。 

  損益面につきましては、昨今の原材料の値上がりで、売上原価率は0.3％上がりましたものの、売 

 上高の伸びと販売管理費の減少で、営業利益は6億9,876千円、経常利益も6億15,607千円となり、そ 

 れぞれ前年同期比13.1％、11.1％の増益となりました。税引前中間純利益は5億61,093千円、前年同 

 期比3.1％の増益となりました。 

  なお、当社は主要なお取引先に対しまして、その関係を一層強固にするべく４月に80万株の第三者

 割当増資を行い、さらに５月に株主のみなさまへの日頃のご支援にお応えするべく、1：1.1の株式分

 割を実施いたしております。   

  

部門別の業績は次のとおりであります。 

  

セラミックス部門 

セラミックス部門の売上高は26億73,890千円、前年同期比0.5％増の微増に止まりました。品種別

売上高は機能性セラミックス10.6％、耐熱セラミックス10.0％と、この2品種は前年同期比2桁の増収

となりましたが、耐摩耗セラミックスは7.2％、理化学用陶磁器その他は6.0％それぞれ減少いたしま

した。また、市場別売上高構成比率は、電子部品・半導体向けは昨年夏以来続いておりました電子部

品業界の在庫調整も漸く終了し、上昇に転じたことを受け、63.5％とこの部門が好調であった昨年同

期を上回りました。一方、化学・窯業・鉄鋼向けは13.5％と比率を下げ、環境・エネルギー向けは

10.6％で、ほぼ横ばいの結果となりました。 

  

エンジニアリング部門 

エンジニアリング部門は、昨年後半からの企業の設備投資の堅調を受け、売上高は11億56,858千円

と、前年同期比10.8％の増収となりました。部門別では、加熱装置は2億91,667千円で、前年同期比

3.0％と僅かながら減収になりましたが、計測機器その他が8億65,191千円と前年同期比16.4％の増収

となりました。市場別売上高構成比率では、特に目立った大型物件はなかったものの、設備投資意欲

の旺盛だった電子部品業界からの引き合いが大幅に増えたことにより、電子部品・半導体向けが

53.9％と半分を占め、自動車・重機向けが25.3％、環境・エネルギー向けが9.2％という結果になり

ました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

  

 
  

 当中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益が順調に増加し、かつ買掛金に対す

る期日前支払実施も一巡しましたことから、前年同期比435百万円増加の330百万円の余剰となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、取引関係強化の一環として親密取引先の株式を購入しましたこと

により投資有価証券が400百万円増加しましたため、前年同期比268百万円減少の△443百万円となりまし

た。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、第三者割当増資による400百万円の収入と長期借入金300百万円の

調達により、前年同期比600百万円増加の530百万円の余剰となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、前年同期比552百万円増加の1,367百万円となりまし

た。 

  

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績は、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は売価換算値で示してあります。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 仕入実績 

当中間会計期間における製品・商品仕入実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は仕入価格で示してあります。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

前中間会計期間
(百万円)

当中間会計期間
(百万円)

前事業年度(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー △104 330 207

投資活動によるキャッシュ・フロー △175 △443 △311

財務活動によるキャッシュ・フロー △70 530 △111

現金及び現金同等物中間期末(期末)残高 815 1,367 950

借入金中間期末(期末)残高 336 545 345

部門 金額(千円) 前年同期比(％)

セラミックス部門 2,170,043 △7.0

部門 金額(千円) 前年同期比(％)

セラミックス部門(製品) 78,106 △1.6

エンジニアリング部門(商品) 921,896 △4.7

合計 1,000,003 △4.5



(3) 受注状況 

当中間会計期間における受注状況を部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(4) 販売実績 

当中間会計期間の販売実績を部門別に示すと、次とおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

近年の電子部品材料をはじめとする先端材料の製造には、既存材料及び製品の採用だけでは、十分に満

足できる製品が得られなくなりつつあることから、各材料に応じた材料及び製品の要求が大きくなってき

ています。また、同時に環境負荷の点から品質は当然のことながら、長寿命化も需要の大きな要因となっ

てきております。 

 そのため、ユーザー情報の応用展開を積極的に鋭意進めておりますが、ユーザーニーズにマッチした材

料及び製品の開発を、ただ単なる材料及び製品の特性だけでなく、高品質かつ安定した特性を有し、常に

コストパフォーマンスを意識した材料及び製品の製造プロセスの改良及び開発をも含めたトータルな観点

から研究開発を推進しております。 

 当中間会計期間における研究開発費は84百万円であります。 

  

  

部門別 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

セラミックス部門 2,730,238 ＋1.9 1,108,883 ＋5.6

エンジニアリング部門 1,133,650 △11.3 284,067 △37.1

合計 3,863,889 △2.4 1,392,951 △7.2

部門別 金額(千円) 前年同期比(％)

セラミックス部門 2,673,890 ＋0.5

エンジニアリング部門 1,156,858 ＋10.8

合計 3,830,749 ＋3.4



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

前事業年度において計画中であった堺工場の検査装置は平成17年８月に完了しました。また、東山工場

の焼成炉は平成17年９月に完了しました。生産能力に重要な影響はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設等について、重要な変更はありま

せん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
(注) 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。」旨を定款に定めております。 

  

② 【発行済株式】 

  

 
  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

新株予約権の行使期間が平成17年７月31日に終了しましたので、中間会計期間末現在では該当事項は

ありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注) １ 第三者割当による新株発行であります。発行株数800千株 発行価格１株につき金500円 資本組入額１株に

つき金250円 割当先 東ソー株式会社 300千株 株式会社チノー 200千株 株式会社クボタ 200千株 

株式会社共和電業 100千円。 

(注) ２ 平成17年５月20日に、平成17年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し

所有株式数を１株につき１.１株の割合をもって分割いたしました。 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 37,280,000

計 37,280,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 11,435,695 11,435,695
株式会社ジャスダ
ック証券取引所

―

計 11,435,695 11,435,695 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成17年４月１日(注)1 800,000 10,468,818 200,000 1,023,240 200,000 790,920

平成17年５月20日(注)2 966,881 11,435,695 － 1,023,240 － 790,920



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 上記のほか当社所有の自己株式401千株(3.50％)があります。 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権1個)含まれ

ております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式65株が含まれております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 499 4.36

東ソー株式会社 東京都港区芝３丁目８番２号 399 3.48

ニッカトー取引先持株会 大阪府堺市遠里小野町３丁２番24号 369 3.23

朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町２丁目６番１号 353 3.08

ニッカトー従業員持株会 大阪府堺市遠里小野町３丁２番24号 311 2.72

西村合資会社
東京都文京区大塚５丁目７番12号
ＮＫビル新大塚

297 2.59

株式会社チノー 東京都板橋区熊野町32番８号 277 2.42

西 村   明 東京都目黒区駒場２丁目７番10号 248 2.17

株式会社クボタ
大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目２番47
号

200 1.74

入 江 照 四 東京都大田区久が原３丁目24番地２号 150 1.31

計 ― 3,106 27.16

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式

401,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

10,560,000
10,560 ―

単元未満株式
普通株式

474,695
― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 11,435,695 ― ―

総株主の議決権 ― 10,560 ―



② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、ジャスダック証券取引所によるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

  

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式)

株式会社ニッカトー
大阪府堺市遠里小野町 
３丁２番24号

401,000 ― 401,000 3.50

計 ― 401,000 ― 401,000 3.50

月別
平成17年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 615 690 581 600 583 729

最低(円) 530 550 543 555 542 550



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５

号）附則第３項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月

30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間財務諸表について、

清稜監査法人により中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は、子会社がないため、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 955,240 1,507,025 1,089,359

   受取手形 992,707 877,027 743,754

   売掛金 1,688,170 1,810,840 1,816,463

   有価証券 100,492 30,178 100,494

   たな卸資産 1,093,075 1,006,647 1,079,483

   繰延税金資産 116,042 112,873 112,483

   その他 16,376 14,926 14,584

   貸倒引当金 △15,900 △540 △11,200

    流動資産合計 4,946,204 67.0 5,358,980 65.2 4,945,422 67.1

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産

    建物 ※２ 851,034 797,617 821,447

    機械及び装置 775,103 828,492 813,704

    その他 ※２ 255,784 264,000 241,829

    有形固定資産合計 ※１ 1,881,922 1,890,109 1,876,981

   無形固定資産 18,257 10,225 13,100

   投資その他の資産

    投資有価証券 ※２ 232,255 753,457 267,412

    繰延税金資産 166,748 90,769 136,897

    その他 137,759 120,258 136,641

    貸倒引当金 － △1,329 △1,329

    投資その他の資産 
    合計

536,763 963,155 539,621

    固定資産合計 2,436,944 33.0 2,863,491 34.8 2,429,703 32.9

   資産合計 7,383,148 100.0 8,222,471 100.0 7,375,126 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   買掛金 ※２ 966,174 770,166 740,484

   短期借入金 ※２ 265,500 365,656 320,100

   未払法人税等 257,473 225,098 254,713

   賞与引当金 220,000 231,900 215,000

   その他 ※３ 265,200 237,639 265,313

    流動負債合計 1,974,348 26.7 1,830,460 22.3 1,795,611 24.4

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 ※２ 70,800 179,092 24,700

   退職給付引当金 485,365 419,635 446,621

   預り保証金 68,733 68,747 68,747

    固定負債合計 624,898 8.5 667,474 8.1 540,068 7.3

   負債合計 2,599,247 35.2 2,497,935 30.4 2,335,680 31.7

(資本の部)

Ⅰ 資本金 823,240 11.2 1,023,240 12.4 823,240 11.1

Ⅱ 資本剰余金

   資本準備金 590,920 790,920 590,920

   資本剰余金合計 590,920 8.0 790,920 9.6 590,920 8.0

Ⅲ 利益剰余金

   利益準備金 205,810 205,810 205,810

   任意積立金 2,752,000 3,150,800 2,750,800

   中間(当期)未処分 
   利益

484,896 563,095 724,453

   利益剰余金合計 3,442,706 46.6 3,919,705 47.7 3,681,063 49.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

44,868 0.6 116,627 1.4 65,387 0.9

Ⅴ 自己株式 △117,835 △1.6 △125,959 △1.5 △121,165 △1.6

  資本合計 4,783,901 64.8 5,724,535 69.6 5,039,446 68.3

  負債資本合計 7,383,148 100.0 8,222,471 100.0 7,375,126 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 3,706,100 100.0 3,830,749 100.0 7,476,520 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1 2,601,410 70.2 2,698,989 70.5 5,309,052 71.0

   売上総利益 1,104,690 29.8 1,131,759 29.5 2,167,468 29.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 565,460 15.3 521,883 13.6 1,153,985 15.4

   営業利益 539,230 14.5 609,876 15.9 1,013,482 13.6

Ⅳ 営業外収益

   受取利息及び配当金 4,376 5,465 6,465

   その他 ※2 13,073 17,450 0.5 8,435 13,900 0.4 20,396 26,862 0.3

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 1,287 2,530 3,233

   受取手形売却損 ― ― 126

   その他 1,279 2,566 0.0 5,639 8,169 0.2 5,321 8,681 0.1

   経常利益 554,114 15.0 615,607 16.1 1,031,662 13.8

Ⅵ 特別利益 100 0.0 10,660 0.2 3,470 0.1

Ⅶ 特別損失 ※3 9,947 0.3 65,173 1.7 36,494 0.5

   税引前中間(当期) 
   純利益

544,266 14.7 561,093 14.6 998,638 13.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

235,800 216,200 385,900

   法人税等調整額 △18,441 217,358 5.9 10,569 226,769 5.9 886 386,786 5.2

   中間(当期)純利益 326,907 8.8 334,324 8.7 611,851 8.2

   前期繰越利益 157,989 228,771 157,989

   中間配当額 ― ― 46,587

   退職手当基金目的取 
   崩額

― ― 1,200

   中間(当期) 
   未処分利益

484,896 563,095 724,453



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度の
キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 税引前中間(当期)純利益 544,266 561,093 998,638

 減価償却費 146,727 136,991 309,188

 貸倒引当金の増減額 △100 △10,660 △3,470

 受取利息及び受取配当金 △4,376 △5,465 △6,465

 支払利息 1,287 2,530 3,233

 退職給付引当金増減額 25,453 △26,986 △13,290

 固定資産廃棄損 8,747 1,973 27,057

 役員賞与支払額 △25,000 △30,500 △25,000

 売上債権の増減額 △298,870 △127,650 △180,870

 棚卸資産の増減額 △148,223 72,836 △142,868

 その他の資産の増減額 △14,068 △6,106 △12,902

 仕入債務の増減額 △144,266 29,681 △369,955

 未払消費税等の増減額 △22,720 6,796 △19,800

 生命保険満期益 △927 △2,513 △1,966

 その他の負債の増減額 28,770 △28,080 △8,784

 その他の損益 △9,667 70,349 △3,544

    小計 87,031 644,291 549,197

 利息及び配当金の受取額 4,376 5,400 6,465

 利息の支払額 △1,287 △3,093 △3,233

 法人税等の支払額 △216,081 △253,246 △368,941

 その他の損益 21,789 △62,918 23,903

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△104,170 330,434 207,392

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー
 有価証券の取得による支出

 有価証券の売却による収入

△70,317

―

―

70,317

△70,317

―

 有形固定資産の取得 
 による支出

△123,700 △137,086 △260,724

 有形固定資産の売却 
 による収入
 投資有価証券の取得 
 による支出

―

△611

429

△399,635

―

△1,167

 無形固定資産の取得 
 による支出

△3,310 △1,999 △7,495

 貸付けによる支出 ― ― △1,000

 貸付金の回収による収入 4,917 2,856 7,886

 その他の投資の増加 △1,924 △1,895 △4,000

 その他の投資の減少 20,255 24,263 25,806

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△174,689 △442,750 △311,012



 
  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度の
キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 短期借入れによる収入 100,000 200,000 200,000

 短期借入金の返済による支出 ― △200,000 ―

 長期借入れによる収入 ― 300,000 ―

 長期借入金の返済による支出

 株式発行による収入

△111,400

―

△100,052

400,000

△202,900

―

 自己株式の取得による支出 △1,487 △4,793 △4,817

 配当金の支払額 △56,838 △65,170 △103,128

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△69,725 529,984 △110,846

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  の増減額

△348,586 417,668 △214,466

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

1,164,002 949,536 1,164,002

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 815,416 1,367,204 949,536



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 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

     …中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定)

    時価のないもの

     …移動平均法による原価

法

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

同左

１ 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

     …期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定)

    時価のないもの

     …移動平均法による原価

法

 (2) たな卸資産

   商品・製品・原材料・

   仕掛品：

    総平均法による原価法

   貯蔵品：

    最終仕入原価法による原価

法

 (2) たな卸資産

同左

 (2) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法(ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)については

定額法)によっております。

   なお、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

10～50年

   機械装置及び車輌運搬具

４～12年

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

   自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。

 (2) 無形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

同左



 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒損失に備えるた

め、貸倒懸念債権については

財産内容評価法により、また

一般債権については貸倒実績

率により、回収不能見込額を

計上しております。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 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。

 (2) 賞与引当金

同左

 (2) 賞与引当金

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

職給付債務の見込額(退職給

付に係る期末自己都合要支給

額)及び年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認めら

れる額を計上しております。

 (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(退職給付に係る

期末自己都合要支給額)及び

年金資産に基づき、当期末に

おいて発生している額を計上

しております。

４ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

  中間キャッシュ・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ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなります。

４ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左

４ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

  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ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなります。

５ 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

  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。

５ 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

同左

５ その他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

同左



会計処理の変更 

  

 
  

  

追加情報 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

                 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

                 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

                

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が 7,305千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が、

7,305千円減少しております。 

               

      ____________________     

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日企業

会計基準委員会実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が14,349千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が同額

減少しております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

項目
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日)

当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末 
(平成17年３月31日)

※１ 有形固定資産

    減価償却累計

額

5,220,846千円 5,341,410千円 5,231,361千円

※２ 担保提供資産

    投資有価証券 58,005千円 62,541千円 49,141千円

    建物 640,480千円 595,532千円 614,796千円

    その他(土地) 44,933千円 44,933千円 44,933千円

    計 743,419千円 703,007千円 708,870千円

   同上見合債務 

    短期借入金 100,000千円 150,000千円 150,000千円

    長期借入金

    (１年以内

    返済予定額含

む)

194,100千円 279,700千円 115,800千円

    割引手形 ―千円 ―千円 99,117千円

    買掛金 122,813千円 93,599千円 127,117千円

※３ 消費税等の取扱

い

仮払消費税等と仮受消費税

等を相殺した差額24,681千

円を含んでいます。

仮払消費税等と仮受消費税

等を相殺した差額34,398千

円を含んでいます。

―――

 ４ 受取手形割引高 ―千円 ―千円 99,117千円



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※１ 減価償却実施額

    有形固定資産 138,472千円 134,116千円 292,405千円

    無形固定資産 8,254千円 2,875千円 16,782千円

※２ 営業外収益の主

な内訳

地域新規産業
創造技術開発
補助金

7,190千円
――― 地域新規産業

創造技術開発
補助金

7,190千円

上記の金額は固定資産圧縮

額控除後の金額です。

上記の金額は固定資産圧縮

額控除後の金額です。

※３ 特別損失の主な

内訳

固定資産
廃棄損

8,747千円
役員退職
慰労金

63,200千円
固定資産
廃棄損

27,057千円

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成16年９月30日現在)

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成17年９月30日現在)

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

(平成17年３月31日現在)

 

現金及び 
預金勘定

955,240千円

有価証券 100,492千円

1,055,733千円

預入期間が 
３か月を超える 
定期預金

△170,000千円

取得日から３か
月超に償還期限
の到来する有価
証券

△70,317千円

現金及び 
現金同等物

815,416千円

 
 

現金及び 
預金勘定

1,507,025千円

有価証券 30,178千円

1,537,204千円

預入期間が
３か月を超える
定期預金

△170,000千円

取得日から３か
月超に償還期限
の到来する有価
証券

－千円

現金及び 
現金同等物

1,367,204千円

 
 

現金及び
預金勘定

1,089,359千円

有価証券 100,494千円

1,189,853千円

預入期間が
３か月を超える 
定期預金

△170,000千円

取得日から３か
月超に償還期限
の到来する有価
証券

△70,317千円

現金及び
現金同等物

949,536千円

 

項目
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17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

該当事項はありません。 同左 同左



(有価証券関係) 

(前中間会計期間末) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

っています。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

(当中間会計期間末) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

っています。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

区分
前中間会計期間末
(平成16年９月30日)

その他有価証券 取得原価(千円)
中間貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

   株式 104,990 180,654 75,663

計 104,990 180,654 75,663

内容
前中間会計期間末
(平成16年９月30日)

その他有価証券 中間貸借対照表計上額(千円)

 ① ＭＭＦ 30,175

 ② 非上場債券 70,317

 ③ 非上場株式(店頭売買株式を除く) 51,601

区分
当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

その他有価証券 取得原価(千円)
中間貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

   株式 505,182 701,856 196,674

計 505,182 701,856 196,674

内容
当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

その他有価証券 中間貸借対照表計上額(千円)

 ① ＭＭＦ 30,178

 ② 非上場株式 51,601



(前事業年度末) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 減損処理にあたっては事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

っております。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

(デリバティブ取引関係) 

  

 
  

(持分法損益等) 

  

 
  

区分
前事業年度末

(平成17年３月31日)

その他有価証券 取得原価(千円) 貸借対照表計上額(千円) 差額(千円)

   株式 105,546 215,811 110,265

計 105,546 215,811 110,265

内容
前事業年度末

(平成17年３月31日)

その他有価証券 貸借対照表計上額(千円)

 ① ＭＭＦ 30,176

 ② 非上場債券 70,317

 ③ 非上場株式 51,601

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く利

用しておりませんので、該当事項は

ありません。

同左 同左

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当社は関連会社がないので該当事項

はありません。
同左 同左



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が希薄化効果を有しないため記載してお

りません。 

２ １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 
１株当たり純資産額 513円43銭

 
１株当たり純資産額 518円78銭 １株当たり純資産額 537円92銭

１株当たり中間純利益 35円08銭 １株当たり中間純利益 30円29銭

当社は、平成17年５月20日付で株式

１株につき１.１株の株式分割を行

っております。当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合の１株

当たり情報については、それぞれ以

下のとおりとなります。

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 株 当 た
り 純 資 産
額

465円16銭
１ 株 当 た
り 純 資 産
額

487円32銭

１ 株 当 た
り 中 間 純
利益

31円78銭
１ 株 当 た
り 当 期 純
利益

56円53銭

１株当たり当期純利益 62円40銭

項目
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

中間(当期)純利益(千円) 326,907 334,324 611,851

普通株主に帰属しない 
金額(千円)

― ― 30,500

(うち利益処分による役員
賞与金)(千円)

― ― 30,500

普通株式に係る 
中間(当期)純利益(千円)

326,907 334,324 581,351

普通株式の期中平均 
株式数(千株)

9,318 11,038 9,316

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益の算

定に含めなかった潜在株式

の概要

ストックオプション制

度による新株引受権 

新株予約権の目的とな

る株式の種類 

      普通株式 

新株予約権の目的とな

る株式の数 

     240,000株 

新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合

の新株の発行価格 

      1,051円 

上記の資本組入額 

       526円

ストックオプション制

度による新株引受権 

新株予約権の目的とな

る株式の種類 

      普通株式 

新株予約権の目的とな

る株式の数 

     240,000株 

新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合

の新株の発行価格 

       940円 

上記の資本組入額 

       470円

ストックオプション制

度による新株引受権 

新株予約権の目的とな

る株式の種類 

      普通株式 

新株予約権の目的とな

る株式の数 

     240,000株 

新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合

の新株の発行価格 

      1,051円 

上記の資本組入額 

       526円



(重要な後発事象) 

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

該当事項はありません。        同左

 

 

 

 

 

 

決算期後に生じた会社の状況に関す

る重要な事実

１ 第三者割当増資による新株発行

   当社は平成17年３月11日開催

の取締役会において承認された

第三者割当による新株発行を行

いました。

   新株発行要領は、以下の通り

であります。

   発行新株式数

普通株式 800千株

   発行価格

１株につき 金 500円

   発行価格の総額

400,000千円

   資本組入額

１株につき 金 250円

   資本組入額の総額

200,000千円

   申込期日

    平成17年３月31日(木曜日)

   払込期日

    平成17年４月１日(金曜日)

   配当起算日

    平成17年４月１日(金曜日)

   新株券交付日

    平成17年４月４日(月曜日)

   割当先及び割当株式数

東ソー
株式会社

300千株

株式会社
チノー

200千株

株式会社
クボタ

200千株

株式会社
共和電業

100千株

   資金の使途

    資金の使途については、全

額東山工場の工場建屋増床

に係る設備投資資金の一部

に充当する予定でありま

す。

   新株発行による発行済株式総

数の推移

増資前発行
済株式総数

9,668,814株

増資による
発行株式数

800,000株

増資後発行
済株式総数

10,468,814株



 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

 

２ 株式分割

   当社は平成17年３月11日開催

の取締役会において承認された

株式分割による新株発行を行い

ました。

   株式分割の内容は、以下の通

りであります。

平成17年５月20日(金曜日)付

をもって、平成17年３月31日

(木曜日)最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載または記

録された株主の所有株式１株

につき1.1株の割合をもって

分割する。

   分割により増加する株式数

普通株式 966,881株

   配当起算日

    平成17年４月１日

   前期首に当該株式分割が行わ

れたと仮定した場合における、

１株当たり情報の各数値は次の

とおりであります。

前事業年度
(自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日)

当事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり 
純資産額

439円72銭
１株当たり 
純資産額

487円32銭

１株当たり 
当期純利益

32円72銭
１株当たり 
当期純利益

56円53銭

なお、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
については、潜在株式
が希薄化効果を有しな
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
については、潜在株式
が希薄化効果を有しな
いため記載しておりま
せん。



(2) 【その他】 

中間配当について、つぎのとおり取締役会の決議がありました。 

 
  

決議年月日 平成17年11月10日

中間配当の総額 66,207千円

１株当たりの中間配当額 ６円



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1) 
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第135期)

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日

平成17年６月27日 
近畿財務局長に提出。

(2) 自己株券買付状況報告書 平成17年４月４日 
平成17年５月20日 
平成17年６月３日 
平成17年６月29日 
近畿財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

  

株式会社 ニッカトー 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ニッカトーの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第135期事業年度の中間会計期

間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ニッカトーの平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上 

  

 
  

平成16年12月20日

清 稜 監 査 法 人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  堀 内 英 雄   ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  高 橋   弘   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出

会社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

  

株式会社 ニッカトー 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ニッカトーの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第136期事業年度の中間会計期

間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ニッカトーの平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上 

  

平成17年12月20日

清 稜 監 査 法 人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  堀 内 英 雄   ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  高 橋   弘   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出

会社)が別途保管しております。
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