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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

第一部 【企業情報】

回次 第141期中 第142期中 第143期中 第141期 第142期

会計期間

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18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

(1) 連結経営指標等

売上高 (百万円) 43,611 44,772 45,988 94,699 96,375

経常利益 (百万円) 450 765 243 2,564 2,736

中間(当期)純利益 (百万円) 118 540 56 1,432 1,565

純資産額 (百万円) 22,421 25,325 26,108 24,203 27,207

総資産額 (百万円) 70,894 71,769 73,222 75,719 77,537

１株当たり純資産額 (円) 347.15 391.19 405.69 373.51 425.52

１株当たり中間(当期) 
純利益

(円) 1.84 8.34 0.88 21.88 23.78

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 31.6 35.3 35.4 32.0 35.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,710 2,159 480 3,687 3,196

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,199 △39 △219 △1,644 △174

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,398 △1,594 △768 △3,735 △3,092

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 4,938 5,658 4,555 5,133 5,062

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(人)
1,678

[186]

1,681

[198]

1,662

[222]

1,684

[188]

1,631

[236]

(2) 提出会社の経営指標等

売上高 (百万円) 25,470 26,026 26,849 55,048 55,804

経常利益 (百万円) 311 854 151 1,617 2,070

中間(当期)純利益 (百万円) 177 633 158 877 1,231

資本金 (百万円) 6,855 6,855 6,855 6,855 6,855

発行済株式総数 (千株) 66,829 66,829 66,829 66,829 66,829

純資産額 (百万円) 20,161 22,424 22,650 21,298 23,773

総資産額 (百万円) 56,469 57,811 59,130 59,776 62,035

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 5.00 7.00

自己資本比率 (％) 35.7 38.8 38.3 35.6 38.3

従業員数 (人) 793 681 691 775 680



(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)純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 提出会社の「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益」については、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。 

４ 提出会社の従業員数は第142期中より就業人員数を記載しております。 

５ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「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）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）を適用しております。 

  



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重

要な変更はありません。 

 なお、塩ビ製品事業、繊維製品事業及びその他事業の製品の販売を行うために、㈱キロニー（本店：東

京都江戸川区）を設立し、関係会社（子会社）としております。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

主にインテリア製品の販売を行うため、平成18年４月３日付で下記の会社を設立し、関係会社（子会

社）といたしました。 

 
(注) ㈱キロニー（本店：東京都江戸川区）は、平成18年６月１日付で、㈱キロニー（本店：東京都港区）より事業

を譲り受けております。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数(当社のグループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社のグループ

への出向者を含む。)であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。 

２ 臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注)   従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、当社（非加盟）と連結子会社の滋賀東リカーペット㈱（ＵＩゼンセン同盟加盟）

に労働組合があります。 

  労使関係につきましては円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。 

名称 住所
資本金 
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合 
(％)

関係内容

(連結子会社)

㈱キロニー 東京都江戸川区 50
塩ビ製品 
繊維製品 
その他

100.0％
代理店として当社製品の販売を行っております。 
当社より資金援助を受けております。 
当社より建物を賃借しております。

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

塩ビ製品事業
    665

[33]

繊維製品事業
513
[160]

その他事業
442
[29]

全社(共通) 42

合計
1,662
[222]

従業員数(人) 691



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格高止まりやゼロ金利政策解除に伴う金利上昇

等の不安要因があるものの、好調な企業収益に基づく民間設備投資の拡大が持続的に進展するととも

に、雇用・所得環境にも改善が見られたことで個人消費も底堅く推移するなど、景気は着実に成長を

進めております。インテリア業界を取り巻く環境は、堅調な民間建設投資に牽引され国内建設市場が

回復傾向にありますが、原油価格高騰に起因する原材料コストの上昇や低価格品への需要シフト等の

不安要素を抱えております。 

 このような状況の中、当社グループは新中期経営計画 「GROW UP 2008」の初年度にあたり、「も

のを売る力を強化する」、「技術開発現場力の向上」、「グループ経営効率を高める」という３つの

重点戦略テーマに基づき諸施策を着実に推進し、さらなる事業収益力の強化ならびに企業価値の向上

に取り組んでおります。 

①「ものを売る力を強化する」 

 当社とグループ販売会社の役割分担を明確にして、細分化したエリア営業戦略に基づくアクション

プログラムを推進し、従来より当社グループが得意とするコントラクト市場でさらなる収益基盤の増

強に努めるとともに、小口市場においても当社の特長を活かしたグループ販売力の強化を図ります。

②「技術開発現場力の向上」 

 当社グループのコア事業である塩ビ製品事業およびタイルカーペット分野における新規技術開発領

域へ経営資源を集中投下し、次世代商品や高付加価値差別化商品の開発に注力いたします。また、総

合インテリアメーカーとしての強みを活かし、床・カーペット・カーテン・壁装材といった事業の横

断的な連携を強化することで、マーケティング戦略策定機能をより一層向上いたします。 

③「グループ経営効率を高める」  

 当社グループは強靭な経営体質を構築するため、グループレベルでの間接部門の強化・効率化、カ

ーペット事業競争力の強化、カーテン事業の再構築、新ロジスティック戦略の推進等に取り組みま

す。そして中期経営指標に基づく各財務戦略の推進を通じ、グループレベルでの全体最適化を図り、

即時的かつ有用な情報に基づく意思決定の迅速化や収益力の向上により、経営効率を高めます。 

 そして、以上の重点戦略を推進していくために「人材育成・人材開発」、「情報企画力」、「コー

ポレートガバナンス体制」の観点から経営基盤の強化を図ります。 

 こうした取り組みの結果、当中間連結会計期間の売上高は45,988百万円(前年同期比2.7％増)とな

りました。損益面につきましては、製造過程での徹底したコストダウンや業務の効率化を推進し、利

益確保に努めました。しかしながら、原油価格の高止まりによる原材料調達コスト増加が当社グルー

プ損益に与える影響は大きく、経常利益は243百万円(前年同期比68.2％減)、中間純利益は56百万円

(前年同期比89.6％減)となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 



① 塩ビ製品事業 

塩ビ製品事業の売上高は、前年同期に比べ6.3％増の15,328百万円、営業利益は1,124百万円（前年

同期1,482百万円）となりました。塩ビ製品につきましては、大都市圏を中心とした堅調なマンショ

ン新築需要を背景に、開放廊下用防滑性ビニル床シート「ＮＳシリーズ」が好調に推移しました。平

成18年８月には、改廃により商品ラインアップを充実し、さらなる需要の取り込みに注力しておりま

す。 

 また、優れた意匠性で店舗から住宅まで幅広くご使用頂いております石目調・木目調の塩ビタイル

「テラストーン」・「テラウッド」の継続的な伸長や、美しいマーブル模様と優れた耐久性を持つ塩

ビタイル「フェイソールプルス」の増色効果による好調な推移がみられ、塩ビ製品事業の売上は前年

同期を上回りました。 

② 繊維製品事業 

繊維製品事業の売上高は、前年同期に比べ8.4％増の14,247百万円、営業損失は249百万円（前年同

期 営業利益210百万円）となりました。カーペットにつきましては、中・高級品ロールカーペット

が堅調に推移したほか、首都圏を中心とした新規物件やオフィスリニューアル向けのタイルカーペッ

ト需要が好調で売上増となりました。 

 カーテンにつきましては、平成18年７月に「ホテルライクな上質感と安らぎ」をテーマとして、装

飾性や快適性を深く追及した総合ブック「東リカーテンＢＥＬＥＮＴ（ビレント）」を発売しまし

た。しかしながら、市場全体の低価格志向や流通チャネルの多様化などにより、売上は前年同期を下

回る結果となりました。 

③ その他事業 

その他事業の売上高は、前年同期に比べ4.6％減の16,412百万円、営業利益は85百万円（前年同期

営業損失98百万円）となりました。 

 壁装材につきましては、平成18年６月に素材感あふれるエンボスが特徴的な東リウォール「Ｖ

Ｓ'06～'08」を発売し、ビニル壁紙がマンション市場向けを中心に前年同期を上回りました。また、

店舗・オフィス・福祉施設市場では東リ腰壁「ウッドデコ」や本格木目調仕上げ材「リアルデコ」が

堅調に推移しました。 

 しかし、販売子会社における仕入売上等が減少したため、その他事業全体では前年同期を下回りま

した。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ507百

万円減少し、4,555百万円（前中間連結会計期間末5,658百万円）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キャッシュ・フローは、480百万円（前年同期2,159百

万円）となりました。税金等調整前中間純利益の減少や法人税等の支払額が増加したことにより、前

年同期に比べ減少しております。 

(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キャッシュ・フローは、△219百万円（前年同期△39

百万円）となりました。投資有価証券の売却による収入は増加したものの、有形固定資産の売却によ

る収入が減少したことにより、前年同期に比べ減少しております。 

(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キャッシュ・フローは、△768百万円（前年同期△

1,594百万円）となりました。短期借入金の借入額が増加したことにより、前年同期に比べ増加して

おります。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

 

(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、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。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

塩ビ製品事業 10,739 7.2

繊維製品事業 8,742 14.3

その他事業 1,183 △16.0

合計 20,665 8.3

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

塩ビ製品事業 15,328 6.3

繊維製品事業 14,247 8.4

その他事業 16,412 △4.6

合計 45,988 2.7



３ 【対処すべき課題】 

①「新中期経営計画の推進による経営基盤強化」 

 当社グループは、新中期経営計画「GROW UP 2008」を策定し、重点戦略目標達成に向けた取り組みを

推進しております。当社グループは、業界を牽引するトータルインテリアメーカーとして、その社会的

使命を認識し、お客様に快適なライフスタイルをご提案するため、積極的な商品展開や販売促進に尽力

してまいります。足元の経営環境においては、原油価格の高騰に伴う床材・カーペット・壁装材等の主

要原材料コストの上昇が、依然として当社グループにおける大きな脅威といえます。従って、この不透

明な環境要因を踏まえた上で新中期経営計画を着実に推進することを通じ、当社グループがさらに強靭

な企業基盤を確立し、成長モードへシフトすることが重要な経営課題と考えております。 

②「グループカーペット事業増強効果の最大化」 

 当社グループは、平成18年12月１日付で三菱レイヨン・カーペット株式会社のカーペット事業を譲り

受けました。カーペット製造事業につきましては、岐阜県養老郡の生産工場を子会社化するとともに、

カーペット販売事業につきましては、新たに三菱レイヨン株式会社と合弁で販売会社(ダイヤ・カーペ

ット株式会社 本店：東京都港区)を設立し、営業を開始しております。今後は、それぞれが蓄積して

きたノウハウや技術を融合させた魅力的な商品の開発、さらにはスケールメリットを活かした効率的な

生産体制確立と商品供給力アップによる売上拡大を早期に実現し、事業収益力の強化に努めてまいりま

す。 

③「コンプライアンス体制の整備・強化」 

 当社グループは、コンプライアンス活動についても重要な経営課題として認識しております。当社グ

ループが世の中から「信頼され期待される企業」であり続けるため、「東リ株式会社 行動規範」の徹

底やコンプライアンス教育を通じ、全役員・全従業員の法令遵守や企業倫理に則った行動に対する意識

を高めるとともに、法改正等へ的確に対応したコンプライアンス体制を整備してまいります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等を行っておりません。 

  



５ 【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動は、現在及び将来の市場ニーズに対応した新製品の開発、生産技術の開

発、新素材、新加工技術の基礎研究などをテーマに提出会社の研究開発部門が主体となって行っておりま

す。  

当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は、162百万円であり、各事業部門の目的、主

要課題、研究成果は次のとおりであります。 

(1) 塩ビ製品事業 

主に提出会社の開発部門が中心となって、新製品の開発、新素材の研究などを行っております。当中

間連結会計期間における主な成果としましては、マンションの開放廊下を中心に市場が拡大している防

滑性シート群について色柄を見直すとともに、市場に合致した各種新製品を投入しラインアップを充実

させました。また、主力の重歩行用ファッションシートである「マチュア」について、初期メンテナン

スフリー性能や抗菌性を付加し、機能を充実するとともに色柄の見直しも実施しグレードをアップさせ

ました。その他の床シート群では意匠性に優れた耐薬品性シートの「スーパーＫシートモア」の開発や

病院用シートの「ホスピリューム」や木目調シートの「フロアリュームナッティ」の増色等を実施し、

シート全体を強化するとともに、これら全体を収録したシート総合サンプル帳を発刊致しました。ファ

ッション性が要求される店舗市場向け塩ビタイルについては、コンポジションタイル「モクリン」を

「Ｎｅｗモクリン」として、より多色展開し、よりリアルな木目調柄にバージョンアップし、さらに表

面ＵＶ樹脂コートによる初期メンテナンス対応等、意匠面・機能面ともに品質を向上いたしました。そ

の他として、学校、病院向けの耐薬品性ルースレイタイルの発売、また、意匠性を向上させたプリント

巾木の改廃などが挙げられます。 

当事業に係る研究開発費は66百万円であります。 

(2) 繊維製品事業 

主に提出会社の技術開発部門と商品企画部門が中心となって、研究開発を行っております。当中間連

結会計期間における主な成果としましては、装いを一新した「ラグ＆マット：2006～2008コレクショ

ン」を発売し、高級感のあるシャギータイプの充実などを始め、全384点を収録しました。タイルカー

ペット分野では、ＧＸシリーズで更なるデザイン性を追求した、ソコイタリシリーズの第二弾である

「ソコイタリクラシック」やテラコッタ調の「レアクラウド」、また、ＧＡシリーズで原着ナイロン使

いで汎用タイプの「ＧＡ－８５００」を開発し発売しました 

 カーテンについては、「東リカーテンＢＥＬＥＮＴ（ビレント）2006-2008」においてファブリクス

を活かした新タイプのロールスクリーン及び最近注目されているバーチカルブラインド（縦型）の羽根

をカーテン生地にて商品化したバーチカルカーテンを開発いたしました。 

当事業に係る研究開発費は83百万円であります。 

(3) その他事業 

主に提出会社の技術部門及び研究開発部門が中心となって、新製品開発のほか、新規分野への開発等

を行っております。当中間連結会計期間における主な成果としましては、壁紙製品事業において住宅市

場向けの普及版ビニル壁紙「ＶＳ」の色の改廃を実施しました。色柄はシンプルにこだわり、素材感を

追求したエンボスで表現し、さらに施工性にも配慮しました。また、事業部横断プロジェクトとして、

一般壁紙と塩ビ巾木類を除く壁面商材をまとめた「立面施工材カタログ」を発行しました。  

当事業に係る研究開発費は13百万円であります。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

  

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

  

(1) 重要な設備計画の変更 

当中間連結会計期間において、重要な設備計画の変更はありません。 

(2) 重要な設備計画の完了 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設及び改修につい

て、完了したものは次のとおりであります。 

 
(注) 上記金額は、消費税等を含んでおりません。 

(3) 重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等はありません。 

(4) 重要な設備の除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等はありません。 

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容
投資額
（百万円）

完了年月
完成後の
増加能力

提出会社
伊丹本社 
(兵庫県伊丹市)

塩ビ製品
繊維製品 
その他

ソフトウエ
ア

169 Ｈ18.9 ―

提出会社
伊丹工場 
(兵庫県伊丹市)

塩ビ製品 生産設備 127 Ｈ18.9 僅少

提出会社
厚木工場 
(神奈川県厚木市)

塩ビ製品 生産設備 86 Ｈ18.9 僅少



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】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

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】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 141,603,000

計 141,603,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月13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 66,829,249 66,829,249

東京証券取引所
(市場第１部) 
大阪証券取引所 
(市場第１部)

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 66,829,249 66,829,249 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成18年４月１日～ 
平成18年９月30日

― 66,829 ― 6,855 ― 1,789



(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 当社所有の自己株式(2,957千株 4.43％)は、上記表には含まれておりません。 

２ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

 
３ 日本生命保険相互会社から平成17年８月15日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)により、平成17年

７月31日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けましたが、当社として当中間会計期間末現在

における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況は株主名簿によっております。 

なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。 

 
４ 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから平成18年２月15日付で提出された大量保有報告書(変更

報告書)により、平成18年１月31日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けましたが、当社と

して当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況は株主名簿に

よっております。 

なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。 

 
５ スパークス・グループ株式会社から平成18年10月13日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)により、

平成18年９月30日現在で2,987千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.47％）の株式を保有して

いる旨の報告を受けましたが、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができない

ので、上記大株主の状況は株主名簿によっております。 

６ 双日ケミカル株式会社は、平成18年10月１日付で双日株式会社と合併し、双日株式会社となりました。 

  

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(％)

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号
日本生命証券管理部内

4,553 6.81

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社

東京都港区浜松町２丁目11番３号 2,952 4.42

株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町１番１号 2,780 4.16

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,633 3.94

双日ケミカル株式会社 東京都港区六本木１丁目４番30号 2,488 3.72

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 1,980 2.96

日興シティ信託銀行株式会社
（投信口）

東京都品川区東品川２丁目３番14号 1,900 2.84

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,777 2.66

三信株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目６番１号 1,730 2.59

帝人テクノプロダクツ株式会社 大阪市中央区南本町１丁目６番７号 1,489 2.23

計 ― 24,284 36.34

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,952千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 2,633千株

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 495千株

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(％)

日本生命保険相互会社
大阪市中央区今橋３丁目５番
12号

4,551 6.81

ニッセイアセットマネジメン
ト株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目
６番６号

36 0.05

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(％)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目
４番５号

2,770 4.15

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
東京都千代田区丸の内２丁目
７番１号

1,777 2.66

三菱ＵＦＪ投信株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目
４番５号

61 0.09

三菱ＵＦＪ証券株式会社
東京都千代田区丸の内２丁目
４番１号

18 0.03



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18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7,000株(議決権７個)含ま

れております。 

２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が976株含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18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) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、ありません。 

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

2,957,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

63,388,000
63,388 ―

単元未満株式
普通株式

484,249
― ―

発行済株式総数 66,829,249 ― ―

総株主の議決権 ― 63,388 ―

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) 
東リ株式会社

伊丹市東有岡５丁目125番地 2,957,000 ― 2,957,000 4.42

計 ― 2,957,000 ― 2,957,000 4.42

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 465 460 413 405 409 384

最低(円) 434 402 368 360 336 353



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 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。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

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、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年

９月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸

表並びに前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで)の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けてお

ります。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【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17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

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
(％)

資産の部

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※１ 3,705 3,600 3,409

 ２ 受取手形 
   及び売掛金

※４ 23,550 25,763 29,404

 ３ 有価証券 1,957 957 1,657

 ４ 信託受益権 981 892 978

 ５ たな卸資産 7,742 8,721 7,761

 ６ 繰延税金資産 522 564 597

 ７ その他 2,292 2,723 2,220

   貸倒引当金 △181 △189 △183

   流動資産合計 40,571 56.5 43,032 58.8 45,845 59.1

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物及び 
    構築物

※１ 17,395 17,489 17,437

    減価償却 
    累計額

11,135 6,260 11,498 5,990 11,320 6,117

  ２ 機械装置及び 
    運搬具

※１ 20,649 20,624 20,717

    減価償却 
    累計額

17,318 3,331 17,668 2,955 17,607 3,109

  ３ 工具器具備品 2,233 2,227 2,224

    減価償却 
    累計額

1,596 636 1,739 488 1,697 527

  ４ 土地 ※１ 8,791 8,778 8,778

  ５ 建設仮勘定 152 158 39

   (有形固定資産 
   合計)

19,172 26.7 18,371 25.1 18,572 24.0

 (2) 無形固定資産 1,966 1,810 1,797

   (無形固定資産 
   合計)

1,966 2.8 1,810 2.4 1,797 2.3

 (3) 投資その他の 
   資産

  １ 投資有価証券 ※１ 6,902 7,330 8,863

  ２ 長期貸付金 455 423 435

  ３ 繰延税金資産 867 503 ―

  ４ その他 3,014 2,854 3,156

    貸倒引当金 △1,181 △1,105 △1,132

   (投資その他の 
   資産合計)

10,057 14.0 10,007 13.7 11,322 14.6

   固定資産合計 31,196 43.5 30,189 41.2 31,692 40.9

Ⅲ 繰延資産 1 0.0 ― ― ― ―

   資産合計 71,769 100.0 73,222 100.0 77,537 100.0



  
前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

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
(％)

負債の部

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び 
   買掛金

※１ 
※４

22,754 25,472 27,021

 ２ 短期借入金 ※１ 4,438 3,396 3,368

 ３ 一年内償還社債 500 ― 500

 ４ 未払法人税等 758 216 1,241

 ５ 未払費用 1,283 1,498 1,823

 ６ 賞与引当金 669 693 719

 ７ その他 916 1,094 659

   流動負債合計 31,320 43.6 32,369 44.2 35,334 45.5

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 1,000 1,000 1,000

 ２ 長期借入金 ※１ 6,496 6,600 6,445

 ３ 退職給付引当金 5,555 5,135 5,340

 ４ 役員退職慰労 
   引当金

253 297 294

 ５ その他 1,626 1,711 1,710

   固定負債合計 14,930 20.8 14,744 20.1 14,790 19.1

   負債合計 46,251 64.4 47,114 64.3 50,124 64.6

少数株主持分

少数株主持分 192 0.3 ― ― 205 0.3

資本の部

Ⅰ 資本金 6,855 9.6 ― ― 6,855 8.9

Ⅱ 資本剰余金 6,468 9.0 ― ― 6,468 8.3

Ⅲ 利益剰余金 9,907 13.8 ― ― 10,932 14.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

2,480 3.4 ― ― 3,699 4.8

Ⅴ 為替換算調整勘定 △7 △0.0 ― ― 7 0.0

Ⅵ 自己株式 △379 △0.5 ― ― △756 △1.0

   資本合計 25,325 35.3 ― ― 27,207 35.1

   負債、少数株主 
   持分及び資本 
   合計

71,769 100.0 ― ― 77,537 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

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
(％)

純資産の部

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 6,855 9.3 ― ―

 ２ 資本剰余金 ― ― 6,468 8.8 ― ―

 ３ 利益剰余金 ― ― 10,514 14.4 ― ―

 ４ 自己株式 ― ― △758 △1.0 ― ―

   株主資本合計 ― ― 23,080 31.5 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― ― 2,826 3.9 ― ―

 ２ 為替換算調整 
   勘定

― ― 5 0.0 ― ―

   評価・換算 
   差額等合計

― ― 2,831 3.9 ― ―

Ⅲ 少数株主持分 ― ― 196 0.3 ― ―

   純資産合計 ― ― 26,108 35.7 ― ―

   負債純資産 
   合計

― ― 73,222 100.0 ― ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 44,772 100.0 45,988 100.0 96,375 100.0

Ⅱ 売上原価 32,381 72.3 34,120 74.2 70,092 72.7

   売上総利益 12,390 27.7 11,868 25.8 26,282 27.3

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

 １ 運送費 2,579 2,614 5,640

 ２ 広告宣伝費 1,037 1,079 2,040

 ３ 貸倒引当金 
   繰入額

27 14 68

 ４ 給与及び賞与 2,755 2,898 6,093

 ５ 賞与引当金 
   繰入額

489 525 555

 ６ 減価償却費 527 520 1,093

 ７ その他 3,982 11,398 25.5 4,040 11,694 25.4 7,795 23,287 24.2

   営業利益 992 2.2 173 0.4 2,995 3.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 8 12 17

 ２ 受取配当金 17 32 27

 ３ 仕入割引 47 46 95

 ４ 不動産賃貸料 73 68 155

 ５ 持分法による 
   投資利益

― 57 17

 ６ 受取保険配当金 22 24 48

 ７ その他 86 255 0.6 75 318 0.7 126 488 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 103 82 193

 ２ 売上割引 51 51 106

 ３ たな卸損失 258 46 302

 ４ 持分法による 
   投資損失

4 ― ―

 ５ その他 63 482 1.1 67 248 0.6 144 746 0.8

   経常利益 765 1.7 243 0.5 2,736 2.8



前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※１ 522 1 522

 ２ 投資有価証券 
   売却益

― 121 351

 ３ 新システム稼動 
   遅延補償金

241 ― 241

 ４ 貸倒引当金 
   戻入額

― 763 1.7 28 151 0.4 35 1,149 1.2

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※１ 140 ― 154

 ２ 固定資産除却損 ※２ 18 10 31

 ３ 減損損失 ※３ 147 ― 147

 ４ 投資有価証券 
   評価損

2 82 2

 ５ 会員権評価損等 ― 23 4

 ６ 貸倒損失 ― 22 ―

 ７ 事業再編整理損 ※４ ― ― 104

 ８ 課徴金 ※５ ― 309 0.7 ― 138 0.3 267 711 0.7

   税金等調整前 
   中間(当期) 
   純利益

1,219 2.7 256 0.6 3,175 3.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

681 176 1,552

   過年度法人税等 
   戻入額

― △70 ―

   法人税等調整額 △7 673 1.5 100 207 0.5 39 1,592 1.7

   少数株主利益又 
   は少数株主損失 
   (△)

5 0.0 △7 △0.0 17 0.0

   中間(当期) 
   純利益

540 1.2 56 0.1 1,565 1.6



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

資本剰余金の部

Ⅰ 資本剰余金期首残高 6,468 6,468

Ⅱ 資本剰余金増加高

    自己株式処分差益 0 0 0 0

Ⅲ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高

6,468 6,468

利益剰余金の部

Ⅰ 利益剰余金期首残高 9,708 9,708

Ⅱ 利益剰余金増加高

   中間(当期)純利益 540 540 1,565 1,565

Ⅲ 利益剰余金減少高

  １ 配当金 323 323

  ２ 役員賞与 17 341 17 341

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高

9,907 10,932



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 

(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

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) 6,855 6,468 10,932 △ 756 23,500

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注) △ 447 △ 447

 役員賞与 (注) △ 27 △ 27

 中間純利益 56 56

 自己株式の取得 △ 2 △ 2

 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 △ 417 △ 2 △ 419

平成18年９月30日残高(百万円) 6,855 6,468 10,514 △ 758 23,080

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 

評価差額金
為替換算調整勘定

評価・換算差額等 

合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,699 7 3,707 205 27,413

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注) △ 447

 役員賞与 (注) △ 27

 中間純利益 56

 自己株式の取得 △ 2

 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）
△ 872 △ 2 △ 875 △ 9 △ 885

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△ 872 △ 2 △ 875 △ 9 △ 1,304

平成18年９月30日残高(百万円) 2,826 5 2,831 196 26,108



⑤ 【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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 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

1,219 256 3,175

   減価償却費 899 854 1,859

   減損損失 147 ― 147

   固定資産除却損 18 10 31

   固定資産売却損益 
   (利益：△)

△ 381 △ 1 △ 367

   投資有価証券売却損益 
   (利益：△)

― △ 121 △ 351

   投資有価証券評価損 2 82 2

   貸倒引当金の増減額 
   (減少：△)

27 △ 20 △ 20

   退職給付引当金の増減額 
   (減少：△)

△ 136 △ 204 △ 351

   役員退職慰労引当金の 
   増減額(減少：△)

△ 7 3 33

   連結調整勘定償却額 64 ― 122

   持分法による投資損益 
   (利益：△)

4 △ 57 △ 17

   受取利息及び受取配当金 △ 25 △ 45 △ 44

   支払利息 103 82 193

   新システム稼動遅延 
   補償金

△ 241 ― △ 241

   課徴金 ― ― 267

   売上債権の増減額 
   (増加：△)

4,943 3,673 △ 908

   たな卸資産の増減額 
   (増加：△)

△ 134 △ 960 △ 152

   仕入債務の増減額 
   (減少：△)

△ 3,900 △ 1,561 483

   その他 △ 187 △ 112 91

    小計 2,415 1,877 3,951

   利息及び配当金の受取額 25 45 40

   利息の支払額 △ 104 △ 85 △ 192

   新システム稼動遅延 
   補償による収入

241 ― 241

   課徴金の支払額 ― △ 267 ―

   法人税等の支払額 △ 419 △ 1,088 △ 843

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

2,159 480 3,196



  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 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

△ 381 △ 347 △ 710

   有形固定資産の売却による 
   収入

711 9 718

   無形固定資産の取得による 
   支出

△ 421 △ 259 △ 500

   投資有価証券の取得による 
   支出

△ 3 △ 22 △ 97

   投資有価証券の売却による 
   収入

― 171 489

   貸付による支出 △ 457 △ 246 △ 690

   貸付金の回収による収入 450 294 738

   その他 62 181 △ 122

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 39 △ 219 △ 174

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 
   (減少：△)

△ 196 1,094 △ 1,197

   長期借入による収入 2,000 1,700 2,000

   長期借入金の返済による 
   支出

△ 3,063 △ 2,612 △ 3,182

   社債の償還による支出 ― △ 500 ―

   自己株式の買受・買増によ 
   る収支

△ 4 △ 1 △ 381

   少数株主からの子会社株式 
   買入による支出

△ 5 ― △ 5

   配当金の支払額 △ 323 △ 447 △ 323

   少数株主への配当金等の 
   支払額

△ 1 △ 1 △ 1

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 1,594 △ 768 △ 3,092

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  の増減額(減少：△)

525 △ 507 △ 70

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

5,133 5,062 5,133

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

5,658 4,555 5,062



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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社数 12社

   主要な連結子会社名

    リック㈱ 

北海道東リ㈱ 

滋賀東リカーペット㈱ 

東リ物流㈱ 

大塚東リカーペット㈱ 

㈱東リインテリア企画 

山天東リ㈱ 

㈱キロニー

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社数 13社

   主要な連結子会社名

    リック㈱ 

北海道東リ㈱ 

滋賀東リカーペット㈱ 

東リ物流㈱ 

大塚東リカーペット㈱ 

㈱東リインテリア企画 

山天東リ㈱ 

㈱キロニー 

(本店：東京都江戸川区)

   なお、㈱キロニー(本店：東

京都江戸川区)は、新規設立

したことにより、当中間連結

会計期間から連結の範囲に含

めております。

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社数 12社

   主要な連結子会社名

    リック㈱ 

北海道東リ㈱ 

滋賀東リカーペット㈱ 

東リ物流㈱ 

大塚東リカーペット㈱ 

㈱東リインテリア企画 

山天東リ㈱ 

㈱キロニー

 (2) 主要な非連結子会社の名称等

   主要な非連結子会社

㈱グレース・カーペット 

日本リフォームシステム㈱ 

北海道東リ・ソーイング㈱ 

㈱インテリアシステムサポ

ート

 (2) 主要な非連結子会社の名称等

   主要な非連結子会社

同左

 (2) 主要な非連結子会社の名称等

   主要な非連結子会社

同左

   (連結の範囲から除いた理由)

   これらの非連結子会社は、総

資産、売上高、中間純損益

(持分に見合う額)、利益剰余

金(持分に見合う額)等からみ

て、いずれも小規模であり、

全体としても中間連結財務諸

表に与える影響が少ないた

め、連結の範囲から除外して

おります。

   (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)

   これらの非連結子会社は、総

資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)、利益剰余

金(持分に見合う額)等からみ

て、いずれも小規模であり、

全体としても連結財務諸表に

与える影響が少ないため、連

結の範囲から除外しておりま

す。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用の非連結子会社数

２社

   会社名 ㈱グレース・カーペ

ット 

㈱ワークス

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用の非連結子会社数

２社

同左

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用の非連結子会社数

２社

同左

 (2) 持分法適用の関連会社数

２社

   会社名 ㈱トルハート 

常州麗宝第東理建材

有限公司

 (2) 持分法適用の関連会社数

２社

同左

 (2) 持分法適用の関連会社数

２社

同左

 (3) 持分法を適用していない非連

結子会社(日本リフォームシ

ステム㈱、北海道東リ・ソー

イング㈱他)及び関連会社(内

外カーペット加工㈱、東リ広

島縫製所㈱ 他)は、それぞれ

中間純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合

う額)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。

 (3)     同左  (3) 持分法を適用していない非連

結子会社(日本リフォームシ

ステム㈱、北海道東リ・ソー

イング㈱他)及び関連会社(内

外カーペット加工㈱、東リ広

島縫製所㈱ 他)は、それぞれ

当期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合

う額)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。



  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  連結子会社の中間決算日はすべ

て中間連結決算日に一致してお

ります。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

  連結子会社の事業年度の末日は

すべて連結決算日に一致してお

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

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

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

   有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

      中間連結会計期間末日

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)

   有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

      中間連結会計期間末日

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)

   有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

      連結会計年度末日の市

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

     時価のないもの

同左

     時価のないもの

同左

   たな卸資産

    主として総平均法による原

価法

   たな卸資産

同左

   たな卸資産

同左

   デリバティブ

    時価法

   デリバティブ

同左

   デリバティブ

同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

   有形固定資産

    主として定率法を採用して

おります。ただし、平成10

年４月１日以降取得した建

物(建物附属設備は除く)に

ついては定額法を採用して

おります。なお、主な耐用

年数は、建物及び構築物が

３～65年、機械装置及び運

搬具が７～15年でありま

す。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

   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

   有形固定資産

同左

   無形固定資産

定額法を採用しておりま

す。ただし、ソフトウエア

(自社利用分)については、

社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法であ

ります。

   無形固定資産

同左

   無形固定資産

同左

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

   社債発行費

    ３年間で毎期均等額を償却

しております。

 (3)     ―――  (3) 重要な繰延資産の処理方法

   社債発行費

    ３年間で毎期均等額を償却

しております。



  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (4) 重要な引当金の計上基準

   貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に

備えて、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を

計上しております。

 (4) 重要な引当金の計上基準

   貸倒引当金

同左

 (4) 重要な引当金の計上基準

   貸倒引当金

同左

   賞与引当金

従業員賞与の支給に充てる

ため、支給見込額に基づき

計上しております。 

なお、前連結会計年度ま

で、賞与引当金は「未払費

用」に含めて表示しており

ましたが、当中間連結会計

期間より「賞与引当金」と

して区分掲記しておりま

す。 

前中間連結会計期間及び前

連結会計年度において、

「未払費用」に含まれる賞

与引当金の額はそれぞれ

649百万円、667百万円であ

ります。

   賞与引当金

従業員賞与の支給に充てる

ため、支給見込額に基づき

計上しております。

   賞与引当金

従業員賞与の支給に充てる

ため、支給見込額に基づき

計上しております。 

なお、前連結会計年度ま

で、賞与引当金は「未払費

用」に含めて表示しており

ましたが、当連結会計年度

より「賞与引当金」として

区分掲記しております。 

前連結会計年度において、

「未払費用」に含まれる賞

与引当金の額は667百万円

であります。

   退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

て、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。

なお、過去勤務債務及び数

理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(主として10年)による定額

法によりそれぞれ当連結会

計年度及び翌連結会計年度

より費用処理しておりま

す。

   退職給付引当金

同左

   退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

て、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上

しております。なお、過去

勤務債務及び数理計算上の

差異は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(主として10

年)による定額法によりそ

れぞれ当連結会計年度及び

翌連結会計年度より費用処

理しております。

   役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に

備えて、提出会社及び連結

子会社のうちリック㈱、北

海道東リ㈱、㈱テクノカメ

イ、㈱キロニーは内規に基

づく当中間連結会計期間末

要支給額を計上しておりま

す。

   役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に

備えて、提出会社及び連結

子会社のうちリック㈱、北

海道東リ㈱、㈱テクノカメ

イ、㈱キロニー(本店：東

京都港区)は内規に基づく

当中間連結会計期間末要支

給額を計上しております。

   役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に

備えて、提出会社及び連結

子会社のうちリック㈱、北

海道東リ㈱、㈱テクノカメ

イ、㈱キロニーは内規に基

づく当連結会計年度末要支

給額を計上しております。



  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しておりま

す。

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

同左

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により

円貨換算し、換算差額は損益

として処理しております。

 (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。

 (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。なお、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

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利スワップ 借入金の利息

商品デリバテ
ィブ

原材料

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  ③ ヘッジ方針

「デリバティブ取引に関す

る管理規程」に基づき、金

利変動リスク及び原材料の

価格変動リスクをヘッジし

ております。なお、トレー

ディング目的及び投機目的

での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 ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の価格変動とヘ

ッジ手段の相場変動の関連

性は回帰分析等の統計的手

法により実施し有効性を評

価しております。ただし、

金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満た

しているため、有効性の判

定を省略しております。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (8) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。 

なお、仮払消費税等と仮受消

費税等は相殺のうえ、流動負

債の「その他」に含めており

ます。

 (8) 消費税等の会計処理

同左

 (8) 消費税等の会計処理

   税抜方式によっております。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

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

  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引

日から３ケ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

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

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左



会計処理の変更 

  

 

  

表示方法の変更 

  

 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間から「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。この変更

に伴い、減損損失147百万円を特別

損失に計上しております。なお、減

損損失を計上した資産の一部を当中

間連結会計期間末までに売却したた

め、固定資産売却損益への影響を考

慮すると、税金等調整前中間純利益

は72百万円減少しております。

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度から「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。この変更に伴い、減

損損失147百万円を特別損失に計上

しております。なお、減損損失を計

上した資産の一部を当連結会計年度

末までに売却したため、固定資産売

却損益への影響を考慮すると、税金

等調整前当期純利益は72百万円減少

しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は25,912百万円であ

ります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、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。

―――

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

――― （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「連

結調整勘定償却額」(当中間連結会計期間△1百万円)

は、金額の重要性が乏しくなったため、当中間連結会

計期間から、営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しております。



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17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

 

 

※１ 担保提供資産

   担保に供している資産

建物及び 
構築物

1,595百万円(1,595百万円)

機械装置 
及び運搬具

1,629百万円(1,629百万円)

土地 68百万円 (68百万円)

現金及び 
預金

5百万円

投資有価証
券

6百万円

合計 3,306百万円(3,294百万円)

   上記に対する債務

短期借入金 420百万円 (420百万円)

割引手形 181百万円

買掛金 6百万円

合計 607百万円 (420百万円)

なお、上記のうち( )内書は工場

財団ならびに当該債務を示してお

ります。 

上記以外に、一部の連結子会社の

工場の土地(中間期末簿価266百万

円)及び建物(中間期末簿価136百

万円)について、三島沢地工業団

地協同組合の組合員企業26社とと

もに同組合の借入金1,269百万円

の共同担保に供しております。

 

 

※１ 担保提供資産

   担保に供している資産

建物及び 
構築物

1,483百万円(1,483百万円)

機械装置 
及び運搬具

1,322百万円(1,322百万円)

土地 68百万円 (68百万円)

合計 2,874百万円(2,874百万円)

   上記に対する債務

短期借入金 420百万円 (420百万円)

なお、上記のうち( )内書は工場

財団ならびに当該債務を示してお

ります。 

上記以外に、一部の連結子会社の

工場の土地(中間期末簿価266百万

円)及び建物(中間期末簿価127百

万円)について、三島沢地工業団

地協同組合の組合員企業26社とと

もに同組合の借入金778百万円の

共同担保に供しております。

 

 

※１ 担保提供資産

   担保に供している資産

建物及び
構築物

1,535百万円(1,535百万円)

機械装置
及び運搬具

1,461百万円(1,461百万円)

土地 68百万円 (68百万円)

投資有価証
券

6百万円

合計 3,071百万円(3,065百万円)

   上記に対する債務

短期借入金 240百万円 (240百万円)

長期借入金 180百万円 (180百万円)

買掛金 2百万円

合計 422百万円 (420百万円)

なお、上記のうち( )内書は工場

財団ならびに当該債務を示してお

ります。 

上記以外に、一部の連結子会社の

工場の土地(期末簿価266百万円)

及び建物(期末簿価131百万円)に

ついて、三島沢地工業団地協同組

合の組合員企業26社とともに同組

合の借入金856百万円の共同担保

に供しております。

 ２ 債務保証

  (1) 下記会社の仕入債務に対し

て保証を行っております。

九州キロニー㈱ 141百万円

 ２ 債務保証

  (1) 下記会社の仕入債務に対し

て保証を行っております。

九州キロニー㈱ 0百万円

 ２ 債務保証

  (1) 下記会社の仕入債務に対し

て保証を行っております。

九州キロニー㈱ 2百万円

 

  (2) 下記会社のリース債務に対

して保証を行っておりま

す。

㈱エム・アイ・ 
ディー

3百万円

上記以外に、一部の連結子会社に

おいて、三島沢地工業団地協同組

合の借入金のうち600百万円につ

いて、同組合の組合員企業26社と

ともに連帯保証を行っておりま

す。

 

  (2) 下記会社のリース債務に対

して保証を行っておりま

す。

キングラン・エ
ムアイディー㈱

1百万円

上記以外に、一部の連結子会社に

おいて、三島沢地工業団地協同組

合の借入金のうち600百万円につ

いて、同組合の組合員企業26社と

ともに連帯保証を行っておりま

す。

 

  (2) 下記会社のリース債務に対

して保証を行っておりま

す。

㈱エム・アイ・ 
ディー

2百万円

上記以外に、一部の連結子会社に

おいて、三島沢地工業団地協同組

合の借入金のうち600百万円につ

いて、同組合の組合員企業26社と

ともに連帯保証を行っておりま

す。

 ３ 受取手形割引高

受取手形割引高 220百万円

 ３ 受取手形割引高

受取手形割引高 32百万円

 ３ 受取手形割引高

受取手形割引高 208百万円

※４     ――― ※４ 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

結会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中

間連結会計期間末日満期手形

が中間連結会計期間末日残高

に含まれております。

※４     ―――

 
 

 受取手形 872百万円

 支払手形 611百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 固定資産売却益の内訳は、土

地522百万円であり、固定資

産売却損の内訳は、建物及び

構築物95百万円、土地44百万

円他であります。

※１ 固定資産売却益は、機械装置

及び運搬具の売却益でありま

す。

※１ 固定資産売却益は、土地の売

却益であり、固定資産売却損

は、建物及び構築物99百万

円、土地他54百万円でありま

す。

※２ 固定資産除却損の内訳は、建

物及び構築物9百万円、機械

装置及び運搬具6百万円他で

あります。

※２ 固定資産除却損の内訳は、機

械装置及び運搬具8百万円、

建物及び構築物1百万円他で

あります。

※２ 固定資産除却損は、建物及び

構築物16百万円、機械装置及

び運搬具他15百万円でありま

す。

 

※３ 当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資

産について減損損失を計上し

ております。

場所 種類 用途

福岡県春日市 土地 遊休

山梨県南都留郡 土地 遊休

北海道札幌市 土地 遊休

富山県南砺市 土地 遊休

当社グループは事業の種類別

セグメントを基礎として資産

のグルーピングをしておりま

す。グルーピングの単位であ

る各事業においては減損の兆

候がありませんでしたが、遊

休地の土地の価額が下落して

いることにより、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（147百

万円）として特別損失に計上

いたしました。 

なお、回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、

土地について固定資産税評価

額等に基づいて算定しており

ます。

※３     ―――

 

※３ 当連結会計年度において、当

社グループは以下の資産につ

いて減損損失を計上しており

ます。

場所 種類 用途

福岡県春日市 土地 遊休

山梨県南都留郡 土地 遊休

北海道札幌市 土地 遊休

富山県南砺市 土地 遊休

   当社グループは事業の種類別

セグメントを基礎として資産

のグルーピングをしておりま

す。グルーピングの単位であ

る各事業においては減損の兆

候がありませんでしたが、遊

休地の土地の価額が下落して

いることにより、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（147百

万円）として特別損失に計上

いたしました。 

なお、回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、

土地について固定資産税評価

額等に基づいて算定しており

ます。

※４     ――― ※４     ――― ※４ 事業再編整理損は、㈱キロニ

ーの事業再編に伴うものであ

ります。

※５     ――― ※５     ――― ※５ 課徴金は、独占禁止法に基づ

くものであります。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 
  
当中間連結会計期間（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 

 

（注）普通株式の自己株式の増加6,286株は単元未満株式の買取請求によるものであり、減少1,760株は単元未満株式 

   の買増請求によるものであります。 

  
２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

  
３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

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

るもの 

  該当事項はありません。 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間末
株式数（株）

発行済株式

 普通株式 66,829,249 ― ― 66,829,249

合計 66,829,249 ― ― 66,829,249

自己株式

 普通株式 2,953,450 6,286 1,760 2,957,976

合計 2,953,450 6,286 1,760 2,957,976

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 447 7.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

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17年９月30日現在)

現金及び預金勘定 3,705百万円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金
△3百万円

有価証券勘定 

(ＭＭＦ等)
1,957百万円

現金及び 

現金同等物
5,658百万円

 
 

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18年９月30日現在)

現金及び預金勘定 3,600百万円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金
△2百万円

有価証券勘定 

(ＭＭＦ等)
957百万円

現金及び 

現金同等物
4,555百万円

 

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18年３月31日現在)

現金及び預金勘定 3,409百万円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金
△3百万円

有価証券勘定 

(ＭＭＦ等)
1,657百万円

現金及び 

現金同等物
5,062百万円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

  (借主側)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

機械装置 
及び 
運搬具 
(百万円)

その他 
(工具器具 
備品他) 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

199 233 433

減価償却 
累計額 
相当額

130 130 261

中間期末 
残高相当額

69 103 172

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

  (借主側)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

機械装置
及び 
運搬具 
(百万円)

その他
(工具器具
備品他) 
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 
相当額

266 228 494

減価償却 
累計額 
相当額

102 146 249

中間期末 
残高相当額

163 81 245

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

  (借主側)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

機械装置 
及び 
運搬具 
(百万円)

その他 
(工具器具 
備品他) 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額
相当額

299 252 552

減価償却
累計額 
相当額

119 148 268

期末残高
相当額

179 104 283

   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

１年以内 70百万円

１年超 102百万円

合計 172百万円

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 78百万円

１年超 167百万円

合計 245百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 85百万円

１年超 198百万円

合計 283百万円

   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 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 46百万円

減価償却費相当額 46百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 45百万円

減価償却費相当額 45百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 94百万円

減価償却費相当額 94百万円

 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

２ オペレーティング・リース取引

  (借主側)

  未経過リース料

１年以内 2百万円

１年超 6百万円

合計 9百万円

２ オペレーティング・リース取引

  (借主側)

  未経過リース料

１年以内 7百万円

１年超 30百万円

合計 37百万円

２ オペレーティング・リース取引

  (借主側)

  未経過リース料

１年以内 2百万円

１年超 5百万円

合計 7百万円



(有価証券関係) 

１ 時価のある有価証券 
  

 
（注）  表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

また、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、取得時点・期末日・期末日後における市

場価格の推移と市場環境の動向、発行会社の業績等の推移、その他時価下落の内的・外的要因等を検討し、

総合的に判断しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 
  

 
（注）  その他有価証券で非上場株式について、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度にお

いて減損処理を行い、投資有価証券評価損をそれぞれ2百万円、82百万円及び2百万円計上しております。 

  

(デリバティブ取引関係) 

  

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 
（注）１ 上記は、ヘッジ会計の要件を満たさなくなったため、ヘッジ会計の適用を中止したものであります。 

 ２ 時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

 ３ 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。 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

区分

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

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)

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)

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)

その他有価証券

① 株式 1,892 6,079 4,187 1,759 6,463 4,703 1,807 7,985 6,177

② その他 10 14 4 10 15 4 10 16 5

計 1,902 6,093 4,191 1,770 6,479 4,708 1,818 8,001 6,183

内容
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

連結貸借対照表 
計上額(百万円)

(1) 子会社株式及び関連会社株式 543 669 597

計 543 669 597

(2) その他有価証券

① 非上場株式 264 181 264

② ＭＭＦ 1,957 957 1,657

計 2,222 1,139 1,921

区分 種類
契約額等 
(百万円)

契約額等のうち
1年超(百万円)

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

市場取引以外
 商品デリバティブ
 商品スワップ取引

203 ― △5 △5

合計 203 ― △5 △5



(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間において、該当事項はありません。 

  

(セグメント情報) 

【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17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 塩ビ製品事業……塩ビタイル、塩ビシート 

(2) 繊維製品事業……カーペット、カーテン 

(3) その他事業………壁装材、接着剤、ブラインド他 

３ 当中間連結会計期間における営業費用のうち、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 

601百万円であり、その主なものは提出会社の本社総務人事部、経理部等に係る費用であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 塩ビ製品事業……塩ビタイル、塩ビシート 

(2) 繊維製品事業……カーペット、カーテン 

(3) その他事業………壁装材、接着剤、ブラインド他 

３ 当中間連結会計期間における営業費用のうち、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 

785百万円であり、その主なものは提出会社の本社総務人事部、経理部等に係る費用であります。 

  

塩ビ製品事業 
(百万円)

繊維製品事業
(百万円)

その他事業
(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

14,423 13,139 17,209 44,772 ― 44,772

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 14,423 13,139 17,209 44,772 (―) 44,772

営業費用 12,941 12,928 17,308 43,178 601 43,780

営業利益又は営業損失(△) 1,482 210 △98 1,593 (601) 992

塩ビ製品事業 
(百万円)

繊維製品事業
(百万円)

その他事業
(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

15,328 14,247 16,412 45,988 ― 45,988

(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 15,328 14,247 16,412 45,988 (―) 45,988

営業費用 14,204 14,497 16,327 45,029 785 45,815

営業利益又は営業損失(△) 1,124 △249 85 959 (785) 173



前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 塩ビ製品事業……塩ビタイル、塩ビシート 

(2) 繊維製品事業……カーペット、カーテン 

(3) その他事業………壁装材、接着剤、ブラインド他 

３ 当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,543百

万円であり、その主なものは提出会社の本社総務人事部、経理部等に係る費用であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

提出会社の在外支店及び在外連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

提出会社の在外支店及び在外連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

提出会社の在外支店及び在外連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間の海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しまし

た。 

  

当中間連結会計期間(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の海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しまし

た。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度の海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しました。

  

塩ビ製品事業 
(百万円)

繊維製品事業
(百万円)

その他事業
(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

33,164 28,014 35,196 96,375 ― 96,375

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 33,164 28,014 35,196 96,375 (―) 96,375

営業費用 29,384 27,455 34,995 91,836 1,543 93,379

営業利益又は営業損失(△) 3,780 558 200 4,539 (1,543) 2,995



(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)純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

２ 算定上の基礎は以下の通りであります。 

 (1) １株当たり純資産額 

 
  

 (2) １株当たり中間(当期)純利益 

 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

摘要
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 391円19銭 405円69銭 425円52銭

１株当たり中間(当期)純利益 8円34銭 0円88銭 23円78銭

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

純資産の部の合計額 
(百万円)

― 26,108 ―

純資産の部の合計額から控
除する金額(百万円)

― 196 ―

(うち少数株主持分) (―) (196) (―)

普通株式に係る中間期末の
純資産額(百万円)

― 25,912 ―

１株当たり純資産額の算定
に用いられた中間期末の普
通株式の数(千株)

― 63,871 ―

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間連結損益計算書(連結
損益計算書)上の中間(当
期)純利益 (百万円)

540 56 1,565

普通株式に係る中間(当期)
純利益(百万円)

540 56 1,538

普通株主に帰属しない金額
(百万円) 
 (うち利益処分による 
  役員賞与金)

― ― 27

(―) (―) (27)

普通株式の期中平均株式数
(千株)

64,748 63,874 64,675



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17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

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
(％)

資産の部

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,984 2,093 1,946

 ２ 受取手形 ※４ 3,765 4,518 4,367

 ３ 売掛金 13,568 14,236 16,805

 ４ 有価証券 1,957 957 1,657

 ５ たな卸資産 6,396 7,284 6,680

 ６ 繰延税金資産 318 330 298

 ７ 未収入金 2,169 2,619 2,330

 ８ その他 2,086 2,234 1,889

   貸倒引当金 △90 △92 △92

   流動資産合計 32,157 55.6 34,183 57.8 35,884 57.8

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産
※１ 
※２

  １ 建物 4,691 4,496 4,605

  ２ 機械及び装置 2,441 2,101 2,239

  ３ 土地 6,087 6,075 6,075

  ４ その他 910 786 704

   (有形固定資産 
   合計)

14,130 24.5 13,459 22.8 13,624 22.0

 (2) 無形固定資産 1,449 1,361 1,344

   (無形固定資産 
   合計)

1,449 2.5 1,361 2.3 1,344 2.2

 (3) 投資その他の 
   資産

  １ 投資有価証券 7,050 7,412 8,866

  ２ 長期貸付金 1,810 1,748 1,780

  ３ 繰延税金資産 1,191 867 406

  ４ その他 1,419 1,491 1,546

    貸倒引当金 △1,399 △1,393 △1,419

   (投資その他の 
   資産合計)

10,073 17.4 10,125 17.1 11,181 18.0

   固定資産合計 25,653 44.4 24,946 42.2 26,150 42.2

Ⅲ 繰延資産 1 0.0 ― ― ― ―

   資産合計 57,811 100.0 59,130 100.0 62,035 100.0



  
前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

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
(％)

負債の部

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※４ 3,797 3,122 4,168

 ２ 買掛金 9,399 12,222 11,462

 ３ 短期借入金 ※２ 1,100 1,800 700

 ４ 一年内返済 
   長期借入金

2,702 1,596 2,652

 ５ 一年内償還社債 500 ― 500

 ６ 未払法人税等 593 50 846

 ７ 未払費用 1,231 1,371 1,750

 ８ 賞与引当金 340 329 344

 ９ その他 1,939 2,448 2,281

   流動負債合計 21,604 37.4 22,940 38.8 24,706 39.8

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 1,000 1,000 1,000

 ２ 長期借入金 ※２ 6,496 6,600 6,445

 ３ 退職給付引当金 4,577 4,128 4,357

 ４ 役員退職慰労 
   引当金

191 232 212

 ５ その他 1,518 1,577 1,540

   固定負債合計 13,783 23.8 13,538 22.9 13,555 21.9

   負債合計 35,387 61.2 36,479 61.7 38,262 61.7

資本の部

Ⅰ 資本金 6,855 11.9 ― ― 6,855 11.1

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,789 ― 1,789

 ２ その他 
   資本剰余金

4,678 ― 4,678

   資本剰余金合計 6,468 11.2 ― ― 6,468 10.4

Ⅲ 利益剰余金

 １ 任意積立金 5,800 ― 5,800

 ２ 中間(当期) 
   未処分利益

1,426 ― 2,024

   利益剰余金合計 7,226 12.5 ― ― 7,824 12.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

2,252 3.9 ― ― 3,380 5.4

Ⅴ 自己株式 △379 △0.7 ― ― △756 △1.2

   資本合計 22,424 38.8 ― ― 23,773 38.3

   負債・資本合計 57,811 100.0 ― ― 62,035 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

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
(％)

純資産の部

Ⅰ 株主資本

 (1) 資本金 ― ― 6,855 11.6 ― ―

 (2) 資本剰余金

  １ 資本準備金 ― 1,789 ―

  ２ その他資本 
    剰余金

― 4,679 ―

   資本剰余金合計 ― ― 6,468 11.0 ― ―

 (3) 利益剰余金

    その他利益 
    剰余金

          別途積立金 ― 6,300 ―

      繰越利益 
      剰余金

― 1,218 ―

   利益剰余金合計 ― ― 7,518 12.7 ― ―

 (4) 自己株式 ― ― △758 △1.3 ― ―

   株主資本合計 ― ― 20,084 34.0 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

― ― 2,566 4.3 ― ―

   評価・換算差額 
   等合計

― ― 2,566 4.3 ― ―

   純資産合計 ― ― 22,650 38.3 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 59,130 100.0 ― ―



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 26,026 100.0 26,849 100.0 55,804 100.0

Ⅱ 売上原価 17,440 67.0 18,798 70.0 37,698 67.6

   売上総利益 8,586 33.0 8,051 30.0 18,106 32.4

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

7,741 29.8 8,045 30.0 15,935 28.5

   営業利益 844 3.2 5 0.0 2,170 3.9

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 13 15 29

   その他 297 311 1.2 351 367 1.4 457 486 0.9

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 100 82 186

   その他 201 301 1.1 139 221 0.8 401 587 1.1

   経常利益 854 3.3 151 0.6 2,070 3.7

Ⅵ 特別利益 ※１ 710 2.7 149 0.5 1,048 1.9

Ⅶ 特別損失 ※２ 560 2.1 127 0.5 909 1.6

   税引前中間 
   (当期)純利益

1,004 3.9 173 0.6 2,209 4.0

   法人税、住民税 
   及び事業税

535 20 1,047

   過年度法人税等 
   戻入額

― △70 ―

   法人税等調整額 △163 371 1.5 65 15 0.0 △69 977 1.8

   中間(当期) 
   純利益

633 2.4 158 0.6 1,231 2.2

   前期繰越利益 792 ― 792

   中間(当期) 
   未処分利益

1,426 ― 2,024



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 

(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

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

その他利益剰余金

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) 6,855 1,789 4,678 5,800 2,024 △756 20,392

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注) △447 △447

 役員賞与 (注) △18 △18

 別途積立金の積立 (注) 500 △500 ―

 中間純利益 158 158

 自己株式の取得 △2 △2

 自己株式の処分 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)
― ― 0 500 △806 △2 △308

平成18年９月30日残高(百万円) 6,855 1,789 4,679 6,300 1,218 △758 20,084

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,380 3,380 23,773

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注) △447

 役員賞与 (注) △18

 別途積立金の積立 (注) ―

 中間純利益 158

 自己株式の取得 △2

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額（純額）
△814 △814 △814

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△814 △814 △1,123

平成18年９月30日残高(百万円) 2,566 2,566 22,650



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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方

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

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法

  子会社株式及び関連会社株式

同左

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法

  子会社株式及び関連会社株式

同左

  その他有価証券

   時価のあるもの

中間決算末日の市場価格等

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)

  その他有価証券

   時価のあるもの

中間決算末日の市場価格等

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)

  その他有価証券

   時価のあるもの

決算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

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価

方法

  総平均法による原価法

２ たな卸資産の評価基準及び評価

方法

同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価

方法

同左

３ デリバティブ

  時価法

３ デリバティブ

同左

３ デリバティブ

同左

４ 固定資産の減価償却の方法

 ① 有形固定資産

   定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設

備は除く)については、定額

法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は、建物

が３～65年、機械及び装置が

７～15年であります。

４ 固定資産の減価償却の方法

 ① 有形固定資産

同左

４ 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

   定額法を採用しております。

なお、ソフトウエア(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。

 ② 無形固定資産

同左

 ② 無形固定資産

同左

 ③ 長期前払費用

   均等償却をしております。

 ③ 長期前払費用

同左

 ③ 長期前払費用

同左

５ 繰延資産の処理方法

   社債発行費

   ３年間で毎期均等額を償却し

ております。

５      ――― ５ 繰延資産の処理方法

   社債発行費

   ３年間で毎期均等額を償却し

ております。

６ 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

えて、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しており

ます。

６ 引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

同左

６ 引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

同左



前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 ② 賞与引当金 

従業員賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上

しております。 

なお、前事業年度まで、賞与

引当金は「未払費用」に含め

て表示しておりましたが、当

中間会計期間より「賞与引当

金」として区分掲記しており

ます。 

前中間会計期間及び前事業年

度において、「未払費用」に

含まれる賞与引当金の額はそ

れぞれ326百万円、337百万円

であります。

 ② 賞与引当金 

従業員賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上

しております。

 ② 賞与引当金 

従業員賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上

しております。 

なお、前事業年度まで、賞与

引当金は「未払費用」に含め

て表示しておりましたが、当

事業年度より「賞与引当金」

として区分掲記しておりま

す。 

前事業年度において、「未払

費用」に含まれる賞与引当金

の額は337百万円でありま

す。

 ③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えて、

当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。なお、過去勤務債務及び

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

期間以内の一定の年数(10年)

による定額法によりそれぞれ

当事業年度及び翌事業年度よ

り費用処理しております。

 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て、

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

る額を計上しております。な

お、過去勤務債務及び数理計

算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による

定額法によりそれぞれ当事業

年度及び翌事業年度より費用

処理しております。

 ④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えて、内規に基づく当中間会

計期間末要支給額を計上して

おります。

 ④ 役員退職慰労引当金

同左

 ④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えて、内規に基づく当事業年

度末要支給額を計上しており

ます。

７ 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

て処理しております。

７ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

同左

７ 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、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。

８ 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。

８ リース取引の処理方法

同左

８ リース取引の処理方法

同左



  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

９ 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。なお、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。

９ ヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

同左

９ ヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

金利スワップ

(ヘッジ対象)

借入金の利息

商品デリバテ
ィブ

原材料

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③ ヘッジ方針 

「デリバティブ取引に関する

管理規程」に基づき、金利変

動リスク及び原材料の価格変

動リスクをヘッジしておりま

す。なお、トレーディング目

的及び投機目的でのデリバテ

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 ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の価格変動とヘッ

ジ手段の相場変動の関連性は

回帰分析等の統計的手法によ

り実施し有効性を評価してお

ります。ただし、金利スワッ

プ取引については、特例処理

の要件を満たしているため、

有効性の判定を省略しており

ます。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

10 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 

税抜方式によっております。

なお、仮払消費税等と仮受消

費税等は相殺のうえ、流動負

債の「その他」に含めており

ます。

10 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

税抜方式によっております。

なお、仮払消費税等と仮受消

費税等は相殺のうえ、流動資

産の「未収入金」に含めてお

ります。

10 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 

税抜方式によっております。



会計処理の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18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。この変更

に伴い、減損損失74百万円を特別損

失に計上しております。なお、減損

損失を計上した資産を当中間会計期

間末までに売却したため、固定資産

売却損益への影響を考慮すると、税

引前中間純利益への影響はありませ

ん。

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から「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。この変更に伴い、減損

損失74百万円を特別損失に計上して

おります。なお、減損損失を計上し

た資産を当事業年度末までに売却し

たため、固定資産売却損益への影響

を考慮すると、税引前当期純利益へ

の影響はありません。

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は22,650百万円であ

ります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

―――



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

摘要
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額

22,423百万円 23,015百万円 22,850百万円

※２ 担保に供してい

る資産

  ① 工場財団

    有形固定資産

     建物 1,458百万円 1,360百万円 1,405百万円

     機械及び
     装置

1,629百万円 1,322百万円 1,461百万円

     土地 68百万円 68百万円 68百万円

     その他 137百万円 122百万円 129百万円

計 3,294百万円 2,874百万円 3,065百万円

  ② 上記対応債務

    短期借入金 420百万円 420百万円 240百万円

    長期借入金 ―百万円 ―百万円 180百万円

 ３ 偶発債務 債務保証

下記の会社の銀行借入金及

び割引手形に対して、それ

ぞれ保証を行っておりま

す。

――― 債務保証 

下記の会社の割引手形遡及

義務に対して、保証を行っ

ております。

 
 
 

北海道東リ㈱ 30百万円

㈱キロニー 481百万円

計 511百万円

 
㈱キロニー 159百万円

※４ 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

間会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次

の中間会計期間末日満期手

形が中間会計期間末日残高

に含まれております。

―――

 
受取手形 379百万円

支払手形 225百万円



(中間損益計算書関係) 

  

摘要
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 特別利益の項目

    固定資産 
売却益

512百万円 1百万円 512百万円

土地の売却益であります。 機械及び装置の売却益であ
ります。

土地の売却益であります。

    投資有価証券 
 売却益

―百万円 121百万円 303百万円

    貸倒引当金 
 戻入額

―百万円 27百万円 35百万円

    新システム 
稼動遅延 
補償金

197百万円 ―百万円 197百万円

※２ 特別損失の項目

    固定資産
    売却損

36百万円 ―百万円 50百万円

建物27百万円、土地7百万
円他の売却損であります。

建物31百万円、土地16百万
円他の売却損であります。

    固定資産
    除却損

2百万円 10百万円 13百万円

機械及び装置2百万円他の
除却損であります。

機械及び装置8百万円他の
除却損であります。

建物2百万円、機械及び装
置6百万円他の除却損であ
ります。

    減損損失 74百万円 ―百万円 74百万円

 

当中間会計期間において、
当社は以下の資産について
減損損失を計上しておりま
す。

場所 種類 用途

福岡県 
春日市

土地 遊休

当社は事業の種類別セグメ
ントを基礎として資産のグ
ルーピングをしておりま
す。グルーピングの単位で
ある各事業においては減損
の兆候がありませんでした
が、遊休地の土地の価額が
下落していることにより、
帳簿価額を回収可能価額ま
で減額し、当該減少額を減
損損失として特別損失に計
上いたしました。 
なお、回収可能価額は正味
売却価額により測定してお
り、土地について固定資産
税評価額等に基づいて算定
しております。

 

当事業年度において、当社
は以下の資産について減損
損失を計上しております。

場所 種類 用途

福岡県
春日市

土地 遊休

当社は事業の種類別セグメ
ントを基礎として資産のグ
ルーピングをしておりま
す。グルーピングの単位で
ある各事業においては減損
の兆候がありませんでした
が、遊休地の土地の価額が
下落していることにより、
帳簿価額を回収可能価額ま
で減額し、当該減少額を減
損損失として特別損失に計
上いたしました。 
なお、回収可能価額は正味
売却価額により測定してお
り、土地について固定資産
税評価額等に基づいて算定
しております。

    投資有価証券
    評価損

2百万円 82百万円 2百万円

    会員権
    評価損等

―百万円 12百万円 4百万円

    貸倒損失 ―百万円 22百万円 ―百万円

    貸倒引当金
    繰入額

444百万円 ―百万円 497百万円

関係会社に対するものであ
ります。

関係会社に対するものであ
ります。

    課徴金 ―百万円 ―百万円 267百万円

独占禁止法に基づくもので
あります。



 
  

  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

  

当中間会計期間（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 

 

（注）普通株式の自己株式の増加6,286株は単元未満株式の買取請求によるものであり、減少1,760株は単元未満株式 

   の買増請求によるものであります。 

摘要
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 ３ 減価償却実施額

    有形固定資産 502百万円 434百万円 1,036百万円

    無形固定資産 148百万円 190百万円 325百万円

株式の種類
前事業年度末 
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末 
株式数（株）

自己株式

 普通株式 2,953,450 6,286 1,760 2,957,976

合計 2,953,450 6,286 1,760 2,957,976



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

  (借主側)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

機械及び 
装置 
(百万円)

工具器具 
備品 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

26 127 154

減価償却 
累計額 
相当額

17 67 84

中間期末 
残高相当額

9 60 70

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

  (借主側)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

機械及び
装置 
(百万円)

その他
(工具器具
備品他) 
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 
相当額

162 156 318

減価償却 
累計額 
相当額

40 106 146

中間期末 
残高相当額

122 49 172  

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

  (借主側)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

機械及び 
装置 
(百万円)

工具器具 
備品 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額
相当額

162 138 301

減価償却
累計額 
相当額

28 79 107

期末残高
相当額

134 59 193

   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

１年以内 26百万円

１年超 44百万円

合計 70百万円

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 48百万円

１年超 123百万円

合計 172百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 47百万円

１年超 146百万円

合計 193百万円

   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 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 13百万円

減価償却費相当額 13百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 26百万円

減価償却費相当額 26百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 37百万円

減価償却費相当額 37百万円

 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

２ オペレーティング・リース取引

  (借主側)

  未経過リース料

１年以内 2百万円

１年超 6百万円

合計 9百万円

２ オペレーティング・リース取引

  (借主側)

  未経過リース料

１年以内 7百万円

１年超 30百万円

合計 37百万円

２ オペレーティング・リース取引

  (借主側)

  未経過リース料

１年以内 2百万円

１年超 5百万円

合計 7百万円



(有価証券関係) 

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

で時価のあるものはありません。 

  

(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) 

該当事項はありません。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



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 

 
  

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

 
  

(3) 自己株券買付状況報告書 

 
  

  

事業年度 第142期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)
平成18年６月29日 
関東財務局長に提出

事業年度 第142期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)
平成18年12月７日 
関東財務局長に提出

報告期間 (自 平成18年３月１日 至 平成18年３月31日)
平成18年４月５日 
関東財務局長に提出

報告期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年４月30日)
平成18年５月12日 
関東財務局長に提出

報告期間 (自 平成18年５月１日 至 平成18年５月31日)
平成18年６月６日 
関東財務局長に提出

報告期間 (自 平成18年６月１日 至 平成18年６月29日)
平成18年６月29日 
関東財務局長に提出

報告期間 (自 平成18年11月１日 至 平成18年11月30日)
平成18年12月７日 
関東財務局長に提出



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 
 

  

平成17年12月12日

東リ株式会社 

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

ている東リ株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平

成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中

間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行っ

た。この中間連結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連結財務諸

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

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結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

の結果として中間連結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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、東リ株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する中間連結会計期間(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。 

追記情報 

  会計処理の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計

基準により中間連結財務諸表を作成している。 

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

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  佐  藤  雄  一  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  蔵  口  康  裕  ㊞  

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  宮  本  敬  久  ㊞

※ 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 
 

  

平成18年12月13日

東リ株式会社 

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

ている東リ株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中

間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監

査を行った。この中間連結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連

結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

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結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

の結果として中間連結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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、東リ株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18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

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  中  俊  廣  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  蔵  口  康  裕  ㊞  

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  宮  本  敬  久  ㊞

※ 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 
 

  

平成17年12月12日

東リ株式会社 

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

ている東リ株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第142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、中間貸借対照表及び中間損益計

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、東リ株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び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)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

追記情報 

  会計処理の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計

基準により中間財務諸表を作成している。 

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

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  佐  藤  雄  一  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  蔵  口  康  裕  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  宮  本  敬  久  ㊞

※ 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 
 

  

平成18年12月13日

東リ株式会社 

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

ている東リ株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第143期事業年度の中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18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

書及び中間株主資本等変動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、東リ株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績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

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  中  俊  廣  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  蔵  口  康  裕  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  宮  本  敬  久  ㊞

※ 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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