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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （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、新株予約権付社債等潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

３．第148期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）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。 

 

回次 第146期中 第147期中 第148期中 第146期 第147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 

売上高（百万円） 133,623 149,878 161,108 280,033 307,923

経常利益（百万円） 10,026 12,006 11,917 21,897 23,913

中間（当期）純利益（百万円） 6,149 7,823 7,159 13,587 15,365

純資産額（百万円） 124,007 136,842 156,178 130,715 146,148

総資産額（百万円） 321,852 334,665 359,506 328,248 349,689

１株当たり純資産額（円） 252.21 278.43 317.87 265.71 297.23

１株当たり中間（当期）純利益
（円） 

12.63 15.92 14.57 27.70 31.08

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（％） 38.5 40.9 41.9 39.8 41.8

営業活動によるキャッシュ・ 
フロー（百万円） 

13,305 8,785 9,319 29,703 29,452

投資活動によるキャッシュ・ 
フロー（百万円） 

△6,358 △6,604 △11,508 △8,512 △17,545

財務活動によるキャッシュ・ 
フロー（百万円） 

△8,570 △5,095 3,011 △20,156 △13,956

現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高（百万円） 

5,070 4,818 6,539 7,724 5,710

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] （人） 

4,791 
[920]

4,772
[932]

4,810
[972]

4,747 
[933]

4,739
[955]



(2）提出会社の経営指標等 

 （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、新株予約権付社債等潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

３．第148期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）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。 

  

 

回次 第146期中 第147期中 第148期中 第146期 第147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 

売上高（百万円） 103,547 114,473 121,215 212,092 229,354

経常利益（百万円） 8,317 9,392 11,027 17,220 18,314

中間（当期）純利益（百万円） 5,219 6,191 7,047 10,752 11,850

資本金（百万円） 36,998 36,998 36,998 36,998 36,998

（発行済株式総数）（株） （492,384,440） （492,384,440） （492,384,440） （492,384,440） （492,384,440）

純資産額（百万円） 112,012 120,734 131,782 116,662 127,410

総資産額（百万円） 286,904 291,796 307,968 288,856 300,464

１株当たり純資産額（円） 227.81 245.66 268.22 237.15 259.11

１株当たり中間（当期）純利益
（円） 

10.72 12.60 14.34 21.90 23.94

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益（円） 

－ － － － －

１株当たり配当額（円） 3.00 3.50 3.50 7.00 7.00

自己資本比率（％） 39.0 41.4 42.8 40.4 42.4

従業員数（人） 2,897 2,841 2,746 2,853 2,757



２【事業の内容】 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、有機系素材、無機系素材、電子材料、機能・加工製品の製造・販売を主た

る業務としているほか、これらに附帯するサービス業務等を営んでおります。 

 当中間連結会計期間における、各部門に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のとおりでありま

す。 

（１）有機系素材事業 

   主な事業内容の変更及び関係会社の異動はありません。 

（２）無機系素材事業 

   主な事業内容の変更及び関係会社の異動はありません。 

（３）電子材料事業 

   主な事業内容の変更及び関係会社の異動はありません。 

（４）機能・加工製品事業 

   主な事業内容の変更及び関係会社の異動はありません。 

（５）その他事業 

   主な事業内容の変更及び関係会社の異動はありません。 

  

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

 



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社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グループへの出向者を含み

ます。）であり、臨時雇用者数（嘱託、日雇い、パートタイマー等を含みます。）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．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであり

ます。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）  従業員数は就業人員（当社から社外への出向者312人を除き、社外から当社への出向者14人を含みます。）であります。

臨時雇用者数（嘱託、日雇い、パートタイマー等を含みます。）は全従業員に占める割合が10％未満のため、記載を省

略しております。 

  

(3）労働組合の状況 

 当社には、電気化学労働組合、本社従業員組合の２つの組合があります。平成18年９月末現在の総組合員数は、2,223名で

す。 

 現在、会社と組合との間には、平成18年３月締結の労働協約があり、円満な労使関係を維持しております。 

 なお、両組合共、上部団体には加盟しておりません。 

 また、当社を除く連結子会社のうち７社には合わせて８つの労働組合があり、平成18年９月末現在の組合員数の合計は558名

です。労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

  

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

有機系素材事業 960 (108) 

無機系素材事業 955 (132) 

電子材料事業 760 (82) 

機能・加工製品事業 1,338 (406) 

その他事業 587 (215) 

全社（共通） 210 (29) 

合計 4,810 (972) 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 2,746



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、企業収益改善に伴い設備投資が増加するとともに雇用情勢の改善を背景として個人

消費も緩やかに増加するなど、景気は回復基調で推移しましたが、一方で原油価格高騰の長期化や金利上昇等の懸念材料もあり、

景気の先行きに対する不透明感が拭えない状況となっております。 

化学工業界におきましては、国内外における需要は総じて順調に増加しましたが、原油・ナフサ価格の高騰に伴う原材料価格の

上昇が企業収益の圧迫要因となっており、関連製品の価格是正が懸案事項となっています。 

このような経済環境のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は業容の拡大と収益の確保に全社をあげ

て注力いたしました結果、当中間連結会計期間の売上高は、1,611億８百万円と前年同期に比べ112億30百万円（7.5%）の増収とな

りました。 

収益面におきましては、原料価格高騰の影響を製品価格の是正と販売数量の増加で補いました結果、営業利益は133億42百万円

（前年同期比6億48百万円、5.1%増益）を計上し、売上高営業利益率は8.3%（0.2ポイント低下）となりました。営業外損益では、

持分法適用会社の収支悪化に伴い投資利益が減少したことなどにより経常利益は119億17百万円（前年同期比89百万円、0.7%減

益）となり、中間純利益は71億59百万円（前年同期比6億64百万円、8.5%減益）となりました。 

  

＜有機系素材事業＞ 

スチレンモノマーは、定期修繕実施に伴う生産数量減少により輸出販売数量が大幅に減少しましたが、原料価格上昇に伴う国

内外の販売価格の是正によって増収となりました。シンガポールの子会社デンカシンガポールP.L.でのポリスチレン樹脂はアジ

ア市況下落の影響がありましたが、製造能力増強により販売数量は増加し増収となりました。ＡＳ樹脂・汎用ＡＢＳ樹脂は販売

数量が減少いたしました。 

機能性樹脂では、透明ポリマーは光学レンズ関連用途やゲーム機向け等で輸出の販売数量を伸ばしました。特殊樹脂“クリアレ

ン”はＰＥＴボトル用シュリンクフィルム向けを中心に国内販売数量が増加しました。 

酢酸は販売数量が減少しましたが、酢酸ビニルは販売数量が増加するとともに販売価格も上昇し増収となりました。ポバールは

輸出の販売数量が伸びるとともに国内外で販売価格の是正が進み増収となりました。 

クロロプレンゴムは、自動車関連用途や接着剤用途を中心に輸出販売数量が増加するとともに販売価格が上昇し増収となりまし

た。また、耐熱・耐油性に優れた特殊合成ゴム“ＥＲゴム”は自動車用ホース向けなどに販売数量を伸ばしました。アセチレンブ

ラックは高グレード品を中心に国内外で販売数量を伸ばし増収となりました。 

この結果、当事業の売上高は744億80百万円（前年同期比73億38百万円増（10.9%増））、営業利益は、44億18百万円（前年同

期比２億70百万円減（5.8%減））となりました。 

  

＜無機系素材事業＞ 

石灰窒素等の肥料は、長雨等、天候不順の影響により需要が冷え込み減収となりました。カーバイドは販売数量が増加し増収と

なりました。アルミナセメントは堅調に推移し前年同期並みの売上高となりました。結晶質アルミナ短繊維“デンカアルセン”が

電子部品焼成炉用途や自動車用途向けに輸出の販売数量を伸ばしました。 

セメント及び生コンクリート製造販売の子会社各社は、新潟地区での災害復興需要や民間需要が堅調に推移したことにより前年

同期並の売上となりました。特殊混和材では、膨張材“デンカＣＳＡ”が輸出販売数量を伸ばすとともにグラウト用無収縮材“プ

レタスコン”が、耐震補強工事向けに順調に販売数量を伸ばしました。また、吹付コンクリート用急結材“ナトミック”が高速道

路等のトンネル工事向けに販売数量を伸ばすとともに、補修材“スプリード”やアクリル系接着剤“ハードロックⅡ”も構造物の

補修・補強工事に販売数量が増加しました。 

この結果、当事業の売上高は243億65百万円（前年同期比４億40百万円増（1.8%増））、営業利益は、23億19百万円（前年同期

比１億73百万円減（7.0%減））となりました。 

  

＜電子材料事業＞ 

電子部材では、電子回路基板などの熱対策製品群はＩＴ関連製品や産業用電源及び電鉄向けなどで販売数量が増加いたしまし

た。構造用接着剤“ハードロック”は車載用スピーカー向けを中心に順調に販売数量を伸ばし増収となりました。デナールシラン

㈱でのモノシラン・ガスは好調に推移いたしました。 

電子包材では、電子部品、半導体のエンボスキャリアテープ用のカバーテープや“デンカサーモフィルム”並びに半導体固定用

粘着テープ“エレグリップテープ”等は、国内外で順調に販売数量を伸ばし大幅な増収となりました。 



機能性セラミックスでは、半導体封止材向け球状溶融シリカフィラーは環境対応品を中心に国内外で需要が拡大し、大牟田工場

およびシンガポールの子会社デンカアドバンテックP.L,ともに販売数量を伸ばし増収となりました。 

この結果、当事業の売上高は187億40百万円（前年同期比31億88百万円増（20.5%））、営業利益は、39億４百万円（前年同期比

13億88百万円増（55.2%増））となりました。 

  

＜機能・加工製品事業＞ 

包装資材は、食品包装用のＯＰＳ（二軸延伸ポリスチレンシート）原反とデンカポリマー㈱のＯＰＳ加工品の販売数量が増加し

ました。 

建築資材では、プラスチック雨どいや農・土木用途向けのコルゲート管等は販売数量が減少し減収となりました。 

産業資材では、合繊かつら用原糸“トヨカロン”は販売数量が増加しましたが、産業資材全体では前年同期並みの売上高となり

ました。 

医薬他では、関節機能改善剤（高分子ヒアルロン酸製剤）“スベニール”は、順調に販売数量を伸ばしました。また、デンカ生

研㈱で主力製品であるインフルエンザワクチンの出荷の一部が上半期に前倒しになったこともあり増収となりました。 

この結果、当事業の売上高は277億35百万円（前年同期比７億71百万円増（2.9%増））、営業利益は、21億83百万円（前年同期

比３億73百万円減（14.6%減））となりました。 

  

＜その他事業＞ 

商社の販売は堅調でしたが、デンカエンジニアリング㈱の大型工事物件が減り受注高が前年同期を下回りました。 

この結果、当事業の売上高は157億87百万円（前年同期比５億７百万円減（3.1%減））、営業利益は、４億85百万円（前年同期

比60百万円増（14.3%増））となりました。 

  

 (2）キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、業績の回復により増加基調にあったことから93億19百万円と前年

同期に比べ５億34百万円の増加となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローでは、当社大牟田工場での球状溶融シリカフィラーの増強工事、デンカシンガポールP.L.で

の特殊樹脂“クリアレン”および透明樹脂の製造設備新設工事と超高分子ポリスチレン増強工事等の設備投資に加えて、デンカ生

研㈱でのワクチン製造設備および検査試薬製造棟の設備投資等に伴う支出があったことから、合計で115億８百万円の支出となり

前年同期に比べ49億４百万円の支出増加となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金18億50百万円を流出しましたが、有利子負債による資金調達を48億98百万円増

加させたこと等により、合計で30億11百万円の収入となりました。 

その結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は前期末残高に比べ８億29百万円増加し65億39百万円となりました。 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。 

  
 



  

（注）１．いずれの指標も連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されて

いる社債、借入金の合計額を対象としております。 

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

  

２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ。）の生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、

その容量、構造、形式等は必ずしも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品がほとんどであるため、事業の種類別セグ

メントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことは行っておりません。 

 このため生産、受注及び販売の状況については、「１．業績等の概要」における各事業の種類別セグメント業績に関連付けて

記載しております。 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

 

  平成16年９月期 平成17年３月期 平成17年９月期 平成18年３月期 平成18年９月期 

自己資本比率（％） 38.5 39.8 40.9 41.8 41.9 

時価ベースの自己資本

比率（％） 
51.2 58.1 60.1 73.9 62.6 

債務償還年数（年） 4.2 3.4 5.6 3.1 5.1 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
20.3 23.2 16.3 26.7 17.3 

自己資本比率…………………………… 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率…………… 株式時価総額／総資産 

債務償還年数…………………………… 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ… 営業キャッシュ・フロー／利息支払額 



５【研究開発活動】 

当社グループは、固有技術の深耕と周辺技術分野での特殊化した高機能製品の開発に重点をおいて、「電子材料」、[機能性樹

脂」、「樹脂加工製品」の３事業分野を中心に、積極的な研究開発活動を推進しております。 

 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43億56百万円、研究要員は586名であり、テーマ集中・現場密着型の

分野別研究体制の下、市場要求へのスピーディな対応を図り研究開発を早期に実需化するべく努力をしております。 

 当中間連結会計期間における各事業部門別の研究の目的、主要課題、研究成果及び研究開発費は次のとおりであります。 

  

 (1）有機系素材事業 

特長あるスチレン系機能性樹脂の研究開発を重点的に推進し、透明樹脂、クリアレン、耐熱樹脂等の生産技術の深化、品質

向上、新製品開発を進め販売数量増加に寄与しました。加えて、シンガポールに自社技術で建設したポリスチレン、透明性樹

脂、クリアレンの新プラントの立ち上げに注力しました。 

有機化学品分野では、クロロプレン、ＥＲゴム、アセチレンブラック等について、海外市場を含めた事業拡大のために生産

技術の強化を行いました。当事業に係わる研究開発費は７億47百万円でした。 

  

 (2）無機系素材事業 

特殊混和材関係では、ナトミック、タスコン、ＣＳＡ等の主要製品の品質改良を進めており、特にコンクリート部材の超高

強度化・高耐久化のニーズに対応した混和材の開発に取り組んでおります。また、需要が増加傾向にある補修・補強分野で

は、構造物のライフサイクルコスト削減、民間市場にも対応できる製品開発、環境条件に適用可能な耐酸性材料開発、有機・

無機複合化による機能性付与に注力しております。 

肥料・無機製品では、アルミナ繊維の増強、アルミナセメントならびに肥料等の事業体質強化に向けた研究開発に注力して

おります。当事業に係わる研究開発費は４億64百万円でした。 

  

 (3）電子材料事業 

電子部材では、セラミックス基板、金属基板、ヒートシンク材、放熱シート・グリース類等の展開を図り、市場要望に沿っ

たLED向けのなどの放熱材料の品揃えを強化した新製品開発を進めました。また、接着剤関係ではアクリル系構造用接着剤、紫

外線硬化剤に続く、電子部品製造用仮固定接着剤などの紫外線硬化型接着材技術を応用した特殊機能性接着剤の新製品開発を

推進しております。 

機能性セラミックスでは、市場ニーズのある半導体封止材用や放熱材料用の球状シリカ、球状アルミナなどの機能性粉体群

および半導体製造工程等に使用されるBN系成型品の開発に取り組んでおります。 

電子包材では、電子部品搬送テープ、半導体ウェハ保護・固定用粘着テープを中心に市場ニーズに適応した新製品開発を進

め、事業拡大を図っております。当事業に係わる研究開発費は17億45百万円でした。 

  

 (4）機能・加工製品事業 

包装資材、建材、産業資材分野の樹脂加工製品では、フィルム・シートの製膜技術、異型押出技術、粘着塗工技術をベース

に、自社素材の活用を含めて、市場ニーズに適応した製品開発を進め、更なる事業拡大を図っております。 

医薬品関連分野では、培養法ヒアルロン酸の「関節機能改善剤」としてのシェア拡大を目指した研究開発を進めると共に、

ヒアルロン酸の機能を活かした新規用途開発に取り組んでおります。デンカ生研㈱では、安全性ならびに有効性な高品質ワク

チンの開発及び社会的損失が大きい感染症の検査に必要な細菌検査試薬やウィルス検査試薬、健康管理に欠かせない臨床生化

学検査試薬や免疫検査試薬の開発を推進しております。当事業に係わる研究開発費は13億74百万円でした。 

  

 (5）その他事業 

産業設備の設計・施工等を行なっているデンカエンジニアリング㈱が、効率的な粉体の空気輸送設備の技術開発や廃水設備

等の研究開発を行なっています。当事業に係わる研究開発費は25百万円でした。     

  

  



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】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、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】 

  

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 1,584,070,000 

計 1,584,070,000 

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14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 492,384,440 492,384,440
東京証券取引所
市場第一部 

－ 

計 492,384,440 492,384,440 － － 

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
（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 
－ 492,384,440 － 36,998 － 41,546 



(4）【大株主の状況】 

  

 

   平成18年９月30日現在

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（％） 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 54,327 11.03 

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 34,621 7.03 

全国共済農業協同組合連合会 

（常任代理人 日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社） 

東京都千代田区平河町２丁目７番９号 

（東京都港区浜松町２丁目11番３号） 
16,563 3.36 

みずほ信託退職給付信託みずほ銀行

口再信託受託者資産管理サービス信

託 

東京都中央区晴海１丁目８番12号 15,275 3.10 

バンク オブ ニューヨーク ジー

シーエム クライアント アカウン

ツ イー アイエスジー 

（常任代理人 株式会社三菱東京

UFJ銀行カストディ業務部） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM 

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１

号） 

12,048 2.44 

三井生命保険株式会社 

（常任代理人 日本トラスティ・サ

ービス信託銀行株式会社） 

東京都千代田区大手町１丁目２番３号 

（東京都中央区晴海１丁目８番11号） 
11,908 2.41 

住友信託銀行株式会社（信託Ｂ口） 

（常任代理人 日本トラスティ・サ

ービス信託銀行株式会社） 

大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番33号 

（東京都中央区晴海１丁目８番11号） 
10,996 2.23 

ステート ストリート バンク ア

ンド トラスト カンパニー ５０

５１０３ 

（常任代理人 株式会社みずほコー

ポレート銀行兜町証券決済業務室） 

BOSTON, MASSACHUSETTS, 02101 U.S.A. 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
8,852 1.79 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口４） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 8,496 1.72 

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27番２号 6,295 1.27 

計 － 179,382 36.43 



 （注）１．平成18年８月15日（報告義務発生日平成18年７月31日）に、住友信託銀行株式会社から、以下のとおり同社ほか１社を

共同保有者とする大量保有に関する変更報告書が近畿財務局に提出されておりますが、当社として当中間期末現在の実

質所有状況を確認することができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。 

  

２．平成18年９月15日（報告義務発生日平成18年８月31日）に、野村證券株式会社から、以下のとおり同社ほか２社を共同

保有者とする大量保有に関する変更報告書が関東財務局に提出されておりますが、当社として当中間期末現在の実質所

有状況を確認することができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。 

  

３．平成18年10月11日（報告義務発生日平成18年９月30日）に、モルガン・スタンレー証券株式会社から、以下のとおり同

社ほか８社を共同保有者とする大量保有に関する変更報告書が関東財務局に提出されておりますが、当社として当中間

期末現在の実質所有状況を確認することができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。 

 

  氏名又は名称 保有株式数（株） 保有割合（％） 

  住友信託銀行株式会社 32,551,000 6.61 

  住友信託財務（香港）有限公司 270,000 0.05 

  計 32,821,000 6.67 

  氏名又は名称 保有株式数（株） 保有割合（％） 

  野村證券株式会社 1,074,150 0.22 

  NOMURA INTERNATIONAL PLC 1,858,000 0.38 

  野村アセットマネジメント株式会社 36,976,000 7.51 

  計 39,908,150 8.11 

  氏名又は名称 保有株式数（株） 保有割合（％） 

  モルガン・スタンレー証券株式会社 1,083,600 0.22 

  
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・イン

コーポレーテッド 
756,007 0.15 

  
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・イン

ターナショナル・リミテッド 
1,512,393 0.31 

  
エムエスディーダブリュ・エクイティー・ファイナ

ンス・サービセズ Ⅰ（ケイマン）・リミテッド 
945,000 0.19 

  
モルガン・スタンレー・キャピタル（ルクセンブル

グ）エス・エー 
197,000 0.04 

  

エムエスディーダブリュ・エクイティー・ファイナ

ンシング・サービセズ（ルクス）エス・アー・エー

ル・エル 

1,083,000 0.22 

  
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジ

メント・リミテッド 
9,204,000 1.87 

  
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投

信株式会社 
6,664,000 1.35 

  
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジ

メント・インク 
5,200,333 1.06 

  計 26,645,333 5.41 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注） 「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12,000株（議決権12個）含まれており

ます。 

  

②【自己株式等】 

 （注） 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。なお当該株式数は上記①

「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。 

  

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） 東京証券取引所第一部の市場相場を記載しております。 

  

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。 

  

 

  平成18年９月30日現在

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） 普通株式  1,182,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 486,701,000 486,701 － 

単元未満株式 普通株式  4,501,440 － － 

発行済株式総数 492,384,440 － － 

総株主の議決権 － 486,701 － 

     平成18年９月30日現在

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 

（％） 

電気化学工業株式会社 
東京都中央区日本橋
室町２丁目１番１号 

1,061,000 － 1,061,000 0.21

アサヒ産業運輸株式会社 
京都府舞鶴市喜多
1105－15 

121,000 － 121,000 0.02

計 － 1,182,000 － 1,182,000 0.24

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 543 536 511 487 468 467 

最低（円） 510 494 432 437 417 435 



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）の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、中央青山監査法

人により中間監査を受け、また、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）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）の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、みすず監査法人及び太陽ＡＳＧ監

査法人の中間監査を受けております。 

なお、中央青山監査法人は、平成18年９月１日付をもって、名称をみすず監査法人に変更しております。 

  

  



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    4,857 6,562  5,755 

２．受取手形及び売掛
金 

※１  65,252 70,774  66,280 

３．たな卸資産    37,021 41,825  40,681 

４．繰延税金資産    1,901 1,527  1,826 

５．その他    6,586 6,881  6,398 

貸倒引当金    △314 △253  △259 

流動資産合計    115,304 34.5 127,317 35.4  120,683 34.5

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※２     

(1）建物及び構築物   106,674  110,117 107,924  

(2）機械装置及び運
搬具 

  262,178  272,851 264,768  

(3）工具器具及び備
品 

  15,498  15,737 15,675  

減価償却累計額   △281,491  △290,194 △284,840  

(4）土地   60,674  60,553 60,551  

(5）建設仮勘定   8,240 171,775 11,673 180,738 12,604 176,682 

２．無形固定資産       

(1）特許使用権   74  62 69  

(2) ソフトウェア   －  2,484 2,681  

(3）ソフトウェア仮
勘定 

  2,574  － －  

(4）その他   446 3,095 329 2,876 419 3,170 

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券   38,888  43,155 44,155  

(2）長期貸付金   288  271 281  

(3）繰延税金資産   633  567 585  

(4）その他   5,328  4,851 4,390  

貸倒引当金   △648 44,489 △272 48,572 △260 49,153 

固定資産合計    219,361 65.5 232,188 64.6  229,005 65.5

資産合計    334,665 100.0 359,506 100.0  349,689 100.0

        



 

    
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  43,181 57,444  45,344 

２．短期借入金 ※２  34,450 36,659  33,096 

３．コマーシャルペー
パー 

   6,000 5,000  4,000 

４．１年以内返済予定
の長期借入金 

※２  9,380 7,929  10,880 

５．１年以内償還予定
の社債 

   5,000 10,000  － 

６．未払法人税等    5,846 4,725  6,579 

７．未払消費税等    233 86  323 

８．賞与引当金    2,024 2,015  1,935 

９．持分法適用に伴う
負債 

   3 6  5 

10．繰延税金負債    0 0  0 

11．その他    27,809 26,267  35,758 

流動負債合計    133,930 40.0 150,135 41.8  137,923 39.4

Ⅱ 固定負債       

１．社債    30,000 20,000  30,000 

２．長期借入金 ※２  13,220 16,378  13,029 

３．繰延税金負債    2,481 3,849  4,618 

４．土地再評価に係る
繰延税金負債 

   5,758 5,732  5,732 

５．退職給付引当金    6,379 6,422  5,244 

６．役員退職慰労金引
当金 

   541 595  1,309 

７．その他    214 213  211 

固定負債合計    58,595 17.5 53,191 14.8  60,145 17.2

負債合計    192,525 57.5 203,327 56.6  198,069 56.6

（少数株主持分）       

少数株主持分    5,297 1.6 － －  5,472 1.6

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    36,998 －  36,998 

Ⅱ 資本剰余金    41,550 －  41,551 

Ⅲ 利益剰余金    42,807 －  48,666 

Ⅳ 土地再評価差額金    8,636 －  8,596 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金 

   7,981 －  11,064 

Ⅵ 為替換算調整勘定    △852 －  △412 

Ⅶ 自己株式    △279 －  △317 

資本合計    136,842 40.9 － －  146,148 41.8

負債、少数株主持分
及び資本合計 

   334,665 100.0 － －  349,689 100.0

        



  

  

    
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    － 36,998  － 

２．資本剰余金    － 41,552  － 

３．利益剰余金    － 54,012  － 

４．自己株式    － △353  － 

株主資本合計    － － 132,208 36.8  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金 

   － 10,121  － 

２．土地再評価差額金    － 8,596  － 

３．為替換算調整勘定    － △245  － 

評価・換算差額等合
計 

   － － 18,472 5.1  － －

Ⅲ 少数株主持分    － － 5,496 1.5  － －

純資産合計    － － 156,178 43.4  － －

負債純資産合計    － － 359,506 100.0  － －

        



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    149,878 100.0 161,108 100.0  307,923 100.0

Ⅱ 売上原価    112,727 75.2 122,901 76.3  232,745 75.6

売上総利益    37,150 24.8 38,207 23.7  75,177 24.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１     

１．販売費   11,588  11,366 22,749  

２．一般管理費   12,869 24,457 16.3 13,498 24,865 15.4 26,358 49,107 15.9

営業利益    12,693 8.5 13,342 8.3  26,069 8.5

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   43  24 68  

２．受取配当金   486  501 640  

３．保険金等戻金   0  74 156  

４．業務受託収益   8  114 47  

５．持分法による投資
利益 

  841  139 1,268  

６．その他   318 1,698 1.1 307 1,161 0.7 703 2,885 0.9

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   532  541 1,076  

２．固定資産処分損   459  347 1,129  

３．退職給付債務会計
基準変更時差異償
却 

  547  544 1,089  

４．操業休止等経費   43  69 75  

５．その他   800 2,384 1.6 1,082 2,586 1.6 1,670 5,041 1.6

経常利益    12,006 8.0 11,917 7.4  23,913 7.8

Ⅵ 特別利益       

１．投資有価証券売却
益 

  3,288 3,288 2.2 － － － 4,101 4,101 1.3

        



  

  

    
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
（％）

Ⅶ 特別損失       

１．減損損失 ※２ 2,629  － 2,757  

２．たな卸資産廃棄損   1,063  － 1,153  

３. 過年度役員退職慰
労金引当金繰入額 

  －  － 688  

４. 事業整理損   － 3,692 2.5 － － － 399 4,998 1.6

税金等調整前中間
（当期）純利益 

   11,602 7.7 11,917 7.4  23,016 7.5

法人税、住民税及
び事業税 

  5,562  4,477 8,932  

法人税等調整額   △1,771 3,790 2.5 125 4,603 2.9 △1,474 7,458 2.4

少数株主利益又は 
少数株主損失(△) 

   △11 △0.0 155 0.1  192 0.1

中間（当期）純利
益 

   7,823 5.2 7,159 4.4  15,365 5.0

        



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

   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）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書 

（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） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高    41,549 41,549

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１．自己株式処分差益    0 0 1 1

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   41,550 41,551

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高    36,838 36,838

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．中間(当期)純利益   7,823 15,365

２. 土地再評価差額金取
崩額 

  211 8,034 250 15,616

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金   1,966 3,686

２．役員賞与 
（内監査役分賞与） 

  
99 
(12) 

2,065
102
(12) 

3,789

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   42,807 48,666

     



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） 

36,998 41,551 48,666 △317 126,898

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）  △1,719  △1,719

役員賞与（注）  △93  △93

中間純利益  7,159  7,159

自己株式の取得  △38 △38

自己株式の処分  0 2 3

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 5,345 △35 5,310

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

36,998 41,552 54,012 △353 132,208

  

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 
土地再評価差

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） 11,064 8,596 △412 19,249 5,472 151,620 

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）      △1,719 

役員賞与（注）      △93 

中間純利益      7,159 

自己株式の取得      △38 

自己株式の処分      3 

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） 
△943 － 166 △776 24 △752 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△943 － 166 △776 24 4,558 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 10,121 8,596 △245 18,472 5,496 156,178 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成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
結キャッシュ・フロー計
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） 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 

  11,602 11,917 23,016 

減価償却費   6,562 7,127 13,466 

連結調整勘定償却額   △27 － △42 

負ののれん償却額   － △0 － 

賞与引当金増加額   83 80 △6 

退職給付引当金増加
額 

  1,305 1,178 170 

貸倒引当金増減額   △179 6 △623 

受取利息及び受取配
当金 

  △530 △526 △709 

支払利息   532 541 1,076 

持分法による投資利
益 

  △841 △139 △1,268 

投資有価証券売却益   △3,288 － △4,101 

減損損失   2,629 － 2,757 

過年度役員退職慰労
金引当金繰入額 

  － － 688 

固定資産除売却損益   276 162 1,129 

たな卸資産廃棄損   1,063 － 1,153 

売上債権の増加額   △5,595 △4,440 △6,475 

たな卸資産の増加額   △812 △1,115 △4,481 

仕入債務の増加額   2,999 12,044 5,082 

その他   △1,819 △11,278 6,609 

小計   13,961 15,558 37,442 

利息及び配当金の受
取額 

  541 632 727 

利息の支払額   △538 △539 △1,104 

法人税等の支払額及
び還付額 

  △5,179 △6,331 △7,612 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  8,785 9,319 29,452 



 

    
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
結キャッシュ・フロー計
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） 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 

  △9,960 △10,736 △21,571 

有形固定資産の売却
による収入 

  327 29 479 

無形固定資産の取得
による支出 

  △736 △57 △1,143 

投資有価証券の取得
による支出 

  △212 △546 △267 

投資有価証券の売却
による収入 

  3,982 13 4,981 

その他   △6 △211 △23 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △6,604 △11,508 △17,545 



  

  

  次へ 

    
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
結キャッシュ・フロー計
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） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入金増減額   384 4,501 △3,027 

長期借入れによる収
入 

  227 7,086 5,230 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △3,626 △6,689 △7,319 

社債の償還による支
出 

  － － △5,000 

連結財務諸表提出会
社による配当金の支
払額 

  △1,966 △1,719 △3,686 

少数株主への配当金
の支払額 

  △76 △131 △77 

その他   △37 △35 △74 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △5,095 3,011 △13,956 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  8 6 35 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

  △2,905 829 △2,014 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  7,724 5,710 7,724 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※ 4,818 6,539 5,710 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
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 (イ）連結子会社の数 29社 (イ）連結子会社の数 29社 (イ）連結子会社の数 29社 

  主要な連結子会社名 主要な連結子会社名 主要な連結子会社名 

  デンカ生研㈱、デンカポリ

マー㈱、日之出化学工業

㈱、山富商事㈱ 

同左 同左 

  (ロ）主要な非連結子会社の名称

等 

(ロ）主要な非連結子会社の名称

等 

(ロ）主要な非連結子会社の名称

等 

  主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 

  藤中産業㈱、蒲原生コン

㈱、大間々デンカ生コン㈱ 

藤中産業㈱、蒲原生コン

㈱、大間々デンカ生コン㈱ 

藤中産業㈱、蒲原生コン

㈱、大間々デンカ生コン㈱ 

  （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） 

  非連結子会社は、いずれも小

規模であり、総資産、売上高、

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）等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

 同左 非連結子会社は、いずれも小

規模であり、総資産、売上高、

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）等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(イ）持分法適用の非連結子会社

数 ２社 

(イ）持分法適用の非連結子会社

数 ３社 

(イ）持分法適用の非連結子会社

数 ３社 

  主要な会社名 主要な会社名 主要な会社名 

  藤中産業㈱、蒲原生コン㈱ 藤中産業㈱、蒲原生コン㈱ 

他１社 

藤中産業㈱、蒲原生コン㈱ 

他１社 

  (ロ）持分法適用の関連会社数 

 16社 

(ロ）持分法適用の関連会社数 

 15社 

(ロ）持分法適用の関連会社数 

 15社 

  主要な会社名 

 東洋スチレン㈱、デナック

㈱ 

主要な会社名 

同左 

 主要な会社名は、「第１ 

企業の概況 ４．関係会社の

状況」に記載のとおりです。 

  (ハ）持分法を適用していない非

連結子会社及び関連会社（主

な非連結子会社、大間々デン

カ生コン㈱、主な関連会社、

庄川生コンクリート工業㈱）

は、それぞれ中間連結損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体とし

ても中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしておりませ

ん。 

(ハ）    同左 (ハ）持分法を適用していない非

連結子会社及び関連会社（主

な非連結子会社、大間々デン

カ生コン㈱、主な関連会社、

庄川生コンクリート工業㈱）

は、それぞれ連結損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても

連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしておりません。 

  (ニ）持分法適用会社のうち、中

間決算日が中間連結決算日と

異なる会社については、各社

の中間会計期間に係る財務諸

表を使用しております。 

(ニ）    同左 (ニ）持分法適用会社のうち、決

算日が連結決算日と異なる会

社については、各社の事業年

度に係る財務諸表を使用して

おります。 



  
 

項目 
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

（決算日）等に関する事

項 

連結子会社のうち金沢デンカ生

コン㈱、デンカ生コン髙山㈱、㈲

糸魚川タクシー、㈲青海電化商

事、㈲黒姫総業、㈲姫川産業、㈲

青海メインテナンス、㈲房総産

業、㈲群馬産業、㈲デンカコスメ

ティクス、デンカシンガポール

P.L.及びデンカアドバンテック

P.L.の中間決算日は６月30日であ

り、中間連結財務諸表の作成にあ

たっては６月30日現在の中間財務

諸表を使用しております。 

 また、西日本高圧瓦斯㈱の中間

決算日は５月31日であり、中間連

結財務諸表の作成にあたっては７

月31日に仮決算を実施しておりま

す。 

 13社については、中間連結決算

日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っ

ております。 

連結子会社のうち金沢デンカ生

コン㈱、デンカ生コン髙山㈱、㈲

糸魚川タクシー、㈲青海電化商

事、㈲黒姫総業、㈲姫川産業、㈲

青海メインテナンス、㈲房総産

業、㈲群馬産業、㈲デンカコスメ

ティクス、デンカシンガポール

P.L.及びデンカアドバンテック

P.L.の中間決算日は６月30日であ

り、中間連結財務諸表の作成にあ

たっては６月30日現在の中間財務

諸表を使用しております。 

 また、当中間連結会計期間にお

いて西日本高圧瓦斯㈱は５月31日

から９月30日へ中間決算日を変更

しております。 

 12社については、中間連結決算

日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っ

ております。 

連結子会社のうち金沢デンカ生

コン㈱、デンカ生コン髙山㈱、㈲

糸魚川タクシー、㈲青海電化商

事、㈲黒姫総業、㈲姫川産業、㈲

青海メインテナンス、㈲房総産

業、㈲群馬産業、㈲デンカコスメ

ティクス、デンカシンガポール

P.L.及びデンカアドバンテック

P.L.の決算日は12月31日であり、

連結財務諸表の作成にあたっては

12月31日現在の決算財務諸表を使

用しております。 

 また、当連結会計年度において

西日本高圧瓦斯㈱は11月30日から

３月31日へ決算日を変更しており

ます。 

 12社については、連結決算日と

の間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

４．会計処理基準に関する事

項 

      

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(a）有価証券 (a）有価証券 (a）有価証券 

満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法） 同左 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  主として中間期末日前

１ヶ月間の市場価格の

平均に基づく時価法

（評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は主として移

動平均法により算定） 

主として中間期末日前

１ヶ月間の市場価格の

平均に基づく時価法

（評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は主とし

て移動平均法により算

定） 

主として期末日前１ヶ

月間の市場価格の平均

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

価は主として移動平均

法により算定） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  主として移動平均法に

よる原価法 

同左 同左 

  (b）たな卸資産 (b）たな卸資産 (b）たな卸資産 

  製品、半製品、原材料、仕

掛品、貯蔵品 

製品、半製品、原材料、仕

掛品、貯蔵品 

製品、半製品、原材料、仕

掛品、貯蔵品 

  主として総平均法による

原価法 

同左 同左 



  
 

項目 
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） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 

主として定額法 同左 同左 

  なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

    

  建物及び構築物     

  ８～50年     

  機械装置及び運搬具     

  ４～20年     

   無形固定資産 無形固定資産 

      主として定額法    主として定額法 

   （自社利用のソフトウェア

については、社内における

利用可能期間（５年）に基

づいております。） 

（自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用

可能期間（５年）に基づいて

おります。） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

(a）貸倒引当金 (a）貸倒引当金 (a）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、貸倒実績率による計算

額を、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。 

同左 同左 

  (b）賞与引当金 (b）賞与引当金 (b）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、主と

して支給見込額に基づき計上

しております。 

同左 同左 

  (c）退職給付引当金 (c）退職給付引当金 (c）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、会計基準変更時差異

（12,305百万円）について

は、主として10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

間以内の一定年数（主として

10年）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、各連

結会計年度の発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定年数（主として10年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとし

ております。 

同左 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、会計基準変更時差異

（12,305百万円）については、

主として10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以

内の一定年数（主として10年）

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、各連結

会計年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（主として10年）による定額

法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。 



  

 

項目 
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） 

  

(d）役員退職慰労金引当金 (d）役員退職慰労金引当金 (d）役員退職慰労金引当金 

 役員の退職慰労金の支出に

備えて、内規に基づき主とし

て中間期末要支給額の40％相

当額を計上しております。 

役員の退職慰労金の支出に

備えて、役員退職慰労金規定

に基づく当中間連結会計期間

末の要支給額を計上しており

ます。 

（追加情報） 

当社は平成18年６月29日の

定時株主総会の日をもって役

員退職慰労金制度を廃止し、

それまでの在任期間に対応す

る金額は対象役員の退任時に

支払うこととしているため、

役員退職慰労金引当金につい

ては、制度廃止以降の繰り入

れはなく、対象役員退任時に

取り崩すこととしておりま

す。 

役員の退職慰労金の支出に

備えて、役員退職慰労金規定

に基づく期末の要支給額を計

上しております。 

（会計処理方法の変更） 

従来、役員の退職慰労金の

支出に備えて、内規に基づき

主として期末要支給額の40%相

当額を計上しておりました

が、平成18年４月10日付当社

取締役会におきまして、役員

退職慰労金制度の廃止を決定

したことに伴い、当連結会計

年度末までに確定した要支給

額の全額を計上することとい

たしました。これに伴い、過

年度分688百万円を特別損失

（過年度役員退職慰労金引当

金繰入額）に計上した結果、

税金等調整前当期純利益は同

額減少しております。 

(4）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。 

同左 同左 

(5）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項 

(a）消費税等の会計処理方法 (a）消費税等の会計処理方法 (a）消費税等の会計処理方法 

 主として税抜方式によって

おります。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、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

到来する短期投資等からなってお

ります。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、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

する短期投資等からなっておりま

す。 



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 

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

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） ───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、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

計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税引前中間

純利益は2,629百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正

後の中間連結財務諸表規則に基づき当該資産

の金額から直接控除しております。 

  当連結会計年度より、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））および

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）を適用しております。これ

により税金等調整前当期純利益は、2,757

百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後

の連結財務諸表規則に基づき当該資産の金額

から直接控除しております。 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

───── 

  当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は150,681百万円であります。 

なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

  

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において、「連結調整勘定償却額」として掲

記されていたものは、当中間連結会計期間から「負ののれん償却

額」と表示しております。 



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 
（平成18年３月31日） 

※１     ───── ※１ 中間連結会計期間末日満期手形 ※１     ───── 

  中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、当中間連結会計期間の末日

が金融機関の休日でしたが、満期日に決済

が行われたものとして処理しております。

当中間連結会計期間末日満期手形の金額は

次のとおりであります。 

  

  
・受取手形 543 百万円 

・支払手形 1,004 〃 

※２ このうち借入金及び社債の担保に供

しているのは次のとおりであります。 

※２ このうち借入金及び社債の担保に供

しているのは次のとおりであります。 

※２ このうち借入金及び社債の担保に供

しているのは次のとおりであります。 

(1）担保提供資産簿価 (1）担保提供資産簿価 (1）担保提供資産簿価 
  

・建物及び構築
物 

30,570
（30,550

百万円 
百万円）

・機械装置及び
運搬具 

42,899
（42,899

〃 
〃 ）

・工具器具及び
備品 

1,003
（ 1,003

〃 
〃 ）

・土地 15,240
（14,638

〃 
〃 ）

計 89,714
（89,092

〃 
〃 ）

  
・建物及び構築
物 

30,913

（30,913
百万円 
百万円）

・機械装置及び
運搬具 

43,909

（43,909
〃 
〃 ）

・工具器具及び
備品 

1,147

（1,147
〃 
〃 ）

・土地 
14,766

（14,528
〃 
〃 ）

計 
90,737

（90,465
〃 
〃 ）

・建物及び構築
物 

31,373

（31,338
百万円 
百万円）

・機械装置及び
運搬具 

43,959

（43,959
〃 
〃 ）

・工具器具及び
備品 

1,166

（1,166
〃 
〃 ）

・土地 
14,758

（14,520
〃 
〃 ）

計 
91,258

（90,984
〃 
〃 ）

(2）担保提供資産に対応する債務 (2）担保提供資産に対応する債務 (2）担保提供資産に対応する債務 
  

・短期借入金 112
（  －

百万円 
百万円）

・長期借入金
（１年以内返
済予定含む） 

54
（  －

〃 
〃 ) 

計 166
（  －

〃 
〃 ）

  

・短期借入金 
82

（  －
百万円 
百万円）

・長期借入金
（１年以内返
済予定含む）

48

（  －
〃 
〃 ) 

計 
130

（  －
〃 
〃 ）

・短期借入金 
149 

（  －
百万円 
百万円）

・長期借入金
（１年以内返
済予定含む） 

42

（  －
〃 
〃 ）

計 
192 

（  －
〃 
〃 ）

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵

当並びに当該債務を示しております。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵

当並びに当該債務を示しております。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵

当並びに当該債務を示しております。 

３ 偶発債務 ３ 偶発債務 ３ 偶発債務 

(1）保証債務 (1）保証債務 (1）保証債務 
  

（相手先） （保証内容） 

デンカコン
クリート㈱ 

銀行保証 142 百万円

従業員住宅
資金借入金 

〃 100 〃 

その他６社 〃 300 〃 

計   542 〃 

  
（相手先） （保証内容） 

デンカコン
クリート㈱ 

銀行保証 124 百万円

従業員住宅
資金借入金 

〃 100 〃 

その他５社 〃 284 〃 

計   508 〃 
  

（相手先） （保証内容） 

デンカコン
クリート㈱ 

銀行保証 143 百万円

従業員住宅
資金借入金 

〃 100 〃 

その他６社 〃 305 〃 

計   549 〃 

  
(2）受取手形割引高 51百万円

受取手形裏書譲渡高 3 〃 

  
(2）受取手形割引高 10百万円

受取手形裏書譲渡高 － 〃 

(2）受取手形割引高 15百万円

受取手形裏書譲渡高 － 〃 



  

  

  次へ 

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 
（平成18年３月31日） 

４ 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため、取引銀行６行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。こ

の契約に基づく当中間会計期間の末日

の借入未実行残高は次の通りでありま

す。 

４ 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため、取引銀行５行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。こ

の契約に基づく当中間連結会計期間の

末日の借入未実行残高は次の通りであ

ります。 

４ 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため、取引銀行５行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。こ

の契約に基づく当連結会計年度の末日

の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 

20,000 百万円 

借入実行残高 － 〃 

差引額 20,000 〃 

  
貸出コミットメント
の総額 

20,000 百万円 

借入実行残高 － 〃 

差引額 20,000 〃 

貸出コミットメント
の総額 

20,000 百万円 

借入実行残高 － 〃 

差引額 20,000 〃 



（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 販売費及び一般管理費の主要な費目 ※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目 ※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目 

(1）販売費 (1）販売費 (1）販売費 
  

運賃・保管費用 8,458百万円

販売手数料 2,017 〃 

その他販売雑費 1,111 〃 

計 11,588 〃 

  
運賃・保管費用 8,061百万円

販売手数料 2,076 〃 

その他販売雑費 1,228 〃 

計 11,366 〃 

運賃・保管費用 16,103百万円

販売手数料 4,283 〃 

その他販売雑費 2,362 〃 

計 22,749 〃 

(2）一般管理費 (2）一般管理費 (2）一般管理費 
  

給料手当 5,617百万円

福利厚生費 198 〃 

技術研究費 2,568 〃 

その他 4,484 〃 

計 12,869 〃 

  
給料手当 5,216百万円

福利厚生費 187 〃 

技術研究費 2,763 〃 

その他 5,330 〃 

計 13,498 〃 

給料手当 10,982百万円

福利厚生費 450 〃 

技術研究費 5,402 〃 

その他 9,522 〃 

計 26,358 〃 

(3）主な引当金繰入額［上記(1）・(2）の

内数］ 

(3）主な引当金繰入額［上記(1）・(2）の

内数］ 

(3）主な引当金繰入額［上記(1）・(2）の

内数］ 
  

（賞与引当金繰入
額） 

652百万円

（退職給付引当金繰
入額） 

299 〃 

（役員退職慰労金引
当金繰入額） 

84 〃 

  
（賞与引当金繰入
額） 

640百万円

（退職給付引当金繰
入額） 

240 〃 

（役員退職慰労金引
当金繰入額） 

28 〃 

（賞与引当金繰入
額） 

1,037百万円

（退職給付引当金繰
入額） 

586 〃 

（役員退職慰労金引
当金繰入額） 

852 〃 



  

 

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） 

※２ 減損損失 ※２  ※２ 減損損失 

当中間連結会計期間において、当社グルー

プは、以下の資産について減損損失を計上し

ました。 

───── 当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

しました。 
  

  

場所 主な用途 種類 

北海道

苫小牧

市 

工場用地 土地 

群馬県

高崎市 

倉庫用地 土地 

新潟県

新潟市 

倉庫用地 土地 

    
場所 主な用途 種類 

北海道

苫小牧

市 

工場用地 土地 

群馬 県

高崎市 

倉庫用地 土地 

新潟 県

新潟市 

倉庫用地 土地 

その他 福利厚生

施設 

土地 

当社グループは、事業に供している資産に

ついては事業セグメントもしくはそれに準じ

た単位で資産のグルーピングを行い、遊休

（一部賃貸）資産については、将来の具体的

な使用計画がないこと及び土地の市場価格の

下落などにより回収可能価額が帳簿価額を下

回るものについて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（2,629百

万円）として特別損失に計上しております。 

その内訳は、全て土地であり、北海道苫小

牧市32百万円、群馬県高崎市７億55百万円、

新潟県新潟市18億41百万円であります。 

なお、回収可能価額は正味売却価額を使用

し、主として路線価により評価しておりま

す。 

  当社グループは、事業に供している

資産については事業セグメントもしく

はそれに準じた単位で資産のグルーピ

ングを行い、遊休（一部賃貸）資産に

ついては、将来の具体的な使用計画が

ないこと及び土地の市場価格の下落な

どにより回収可能価額が帳簿価額を下

回るものについて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（2,757百万円）として特別損失に計

上しております。 

その内訳は、全て土地であり、北海

道苫小牧市32百万円、群馬県高崎市７

億55百万円、新潟県新潟市18億41百万

円、その他１億28百万円であります。 

なお、回収可能価額は正味売却価額を

使用し、主として路線価により評価して

おります。 



（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減株式数は、それぞれ単元未満株式の買い取り及び売り渡しによるものであります。 

  

 ２．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

  

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

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  

  
前連結会計年度末株式数 

（千株） 
当中間連結会計期間増加

株式数 （千株） 
当中間連結会計期間減少

株式数 （千株） 
当中間連結会計期間末株

式数 （千株） 

発行済株式  

   普通株式 492,384 － － 492,384

      合計 492,384 － － 492,384

自己株式  

   普通株式  （注） 986 81 6 1,061

      合計 986 81 6 1,061

（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 効力発効日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 1,719 3.50 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額  

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額  

（円） 
基準日 効力発効日 

平成18年11月13日 

取締役会 
普通株式  1,719 利益剰余金 3.50 平成18年９月30日 平成18年12月６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 

※ 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 

※ 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17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 
  
現金及び預金 4,857百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 △38 〃 

現金及び現金同等物 4,818 〃 

  
現金及び預金 6,562百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 △22 〃 

現金及び現金同等物 6,539 〃 

現金及び預金 5,755百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 △44 〃 

現金及び現金同等物 5,710 〃 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

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 

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 

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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 
  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

建物及び構築
物 

1,519 606 913

機械及び装置 6,448 3,614 2,834

車両及び運搬
具 

268 137 131

工具器具及び
備品 

1,466 659 806

無形固定資産
その他 

51 27 23

合計 9,754 5,045 4,709

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

建物及び構築
物 

509 50 458

機械及び装置 7,653 4,387 3,266

車両及び運搬
具 

236 124 111

工具器具及び
備品 

1,423 739 683

無形固定資産
その他 

49 37 11

合計 9,871 5,339 4,532

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

建物及び構築
物 

509 － 509

機械及び装置 7,312 3,801 3,511

車両及び運搬
具 

260 144 116

工具器具及び
備品 

1,500 753 746

無形固定資産
その他 

56 38 17

合計 9,639 4,738 4,901

（注）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 （注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 1,926百万円

１年超 2,781 〃 

合計 4,709 〃 

  
１年内 1,590百万円

１年超 2,941 〃 

合計 4,532 〃 

１年内 1,990百万円

１年超 2,911 〃 

合計 4,901 〃 

（注）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 （注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失 
  

支払リース料 973百万円

減価償却費相当額 973 〃 

  
支払リース料 1,011百万円

減価償却費相当額 1,011 〃 

支払リース料 2,178百万円

減価償却費相当額 2,178 〃 

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

 （減損損失について）  （減損損失について）  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

  

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当ありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）減損処理の対象銘柄は以下の基準としております。 

(1）評価損率 50％以上の銘柄     ：全銘柄 

(2）評価損率 30％以上50％未満の銘柄 ：株価の回復可能性なしと判定した銘柄 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

  

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当ありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）減損処理の対象銘柄は以下の基準としております。 

(1）評価損率 50％以上の銘柄     ：全銘柄 

(2）評価損率 30％以上50％未満の銘柄 ：株価の回復可能性なしと判定した銘柄 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 7,343 19,763 12,420 

(2）債券 － － － 

合計 7,343 19,763 12,420 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券 

非上場株式 6,329 

非公募内国債 126 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 6,975 22,752 15,777 

(2）債券 － － － 

合計 6,975 22,752 15,777 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券 

非上場株式 7,037 

非公募内国債 125 



前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

  

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当ありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）減損処理の対象銘柄は以下の基準としております。 

(1）評価損率 50％以上の銘柄     ：全銘柄 

(2）評価損率 30％以上50％未満の銘柄 ：株価の回復可能性なしと判定した銘柄 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

 当社グループは、ヘッジ会計が適用されている「為替予約取引」と「金利スワップ取引」のみを行っているため、開示対

象から除いております。 

  

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

 当社グループは、ヘッジ会計が適用されている「為替予約取引」と「金利スワップ取引」と「通貨スワップ取引」のみを

行っているため、開示対象から除いております。 

  

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

 当社グループは、ヘッジ会計が適用されている「為替予約取引」と「金利スワップ取引」のみを行っているため、開示対

象から除いております。 

  

  

  取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 7,246 24,487 17,241 

(2）債券 － － － 

合計 7,246 24,487 17,241 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券 

非上場株式 6,266 

非公募内国債 125 



（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） 

  

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） 

  

 

  
有機系素
材事業 
（百万円） 

無機系素
材事業 
（百万円） 

電子材料
事業 
（百万円）

機能・加
工製品事
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 

67,142 23,925 15,552 26,964 16,294 149,878 － 149,878

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

3,942 1,620 983 1,263 1,890 9,700 (9,700) －

計 71,084 25,545 16,536 28,227 18,185 159,578 (9,700) 149,878

営業費用 66,395 23,053 14,019 25,670 17,761 146,899 (9,715) 137,184

営業利益 4,688 2,492 2,516 2,557 424 12,679 14 12,693

  
有機系素
材事業 
（百万円） 

無機系素
材事業 
（百万円） 

電子材料
事業 
（百万円）

機能・加
工製品事
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 

74,480 24,365 18,740 27,735 15,787 161,108 － 161,108

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

4,078 1,595 1,113 1,220 1,819 9,828 (9,828) －

計 78,558 25,960 19,854 28,956 17,606 170,937 (9,828) 161,108

営業費用 74,140 23,641 15,949 26,773 17,121 157,626 (9,860) 147,766

営業利益 4,418 2,319 3,904 2,183 485 13,310 31 13,342

  
有機系素
材事業 
（百万円） 

無機系素
材事業 
（百万円） 

電子材料
事業 
（百万円）

機能・加
工製品事
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 

135,527 49,557 33,224 56,023 33,590 307,923 － 307,923

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

7,845 3,327 2,076 2,515 3,978 19,743 (19,743) － 

計 143,373 52,884 35,301 58,539 37,568 327,667 (19,743) 307,923

営業費用 133,752 47,952 29,910 53,358 36,646 301,620 (19,766) 281,853

営業利益 9,621 4,932 5,390 5,180 922 26,047 22 26,069 



（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、製品の種類・性質の類似性を考慮して区分しております。 

  

２．各事業区分の主要製品 

  

３．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ける営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた

配賦不能営業費用はありません。 

  

【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）、当中間連結会計期間（自 平成1年４月１日 至 

平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略しております。 

 

事業区分 主要製品 

有機系素材事業 スチレンモノマー、ポリスチレン樹脂、ＡＢＳ樹脂、クリアレン、耐熱・透明樹脂、
酢酸、酢ビ、ポバール、クロロプレンゴム、アセチレンブラック ほか 

無機系素材事業 肥料、カーバイド、耐火物、セメント、特殊混和材 ほか 

電子材料事業 溶融シリカ、電子回路基板、ファインセラミックス、電子包装材料 ほか 

機能・加工製品事業 食品包装材料、ワクチン、関節機能改善剤、診断薬、建築資材、産業資材 ほか 

その他事業 プラントエンジニアリング ほか 



【海外売上高】 

  

  

 （注）１．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……中国、韓国、マレーシア、インドネシア、台湾、中近東他 

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

 

    アジア その他 計 

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） 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 28,280 7,845 36,125 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 149,878 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合（％） 

18.9 5.2 24.1 

    アジア その他 計 

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） 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 30,117 8,260 38,377 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 161,108 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合（％） 

18.6 5.1 23.8 

    アジア その他 計 

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） 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 56,593 16,207 72,800 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 307,923 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合（％） 

18.4 5.3 23.6 



（１株当たり情報） 

 （注） 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。 

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

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 278円43銭

１株当たり中間純利益 15円92銭

  
１株当たり純資産額 317円87銭

１株当たり中間純利益 14円57銭

１株当たり純資産額 297円23銭

１株当たり当期純利益 31円08銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

同左 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

存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
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株当たり中間（当期）純利益     

中間（当期）純利益（百万円） 7,823 7,159 15,365 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 89 

 （うち利益処分による役員賞与） (－) (－) (89) 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円） 

7,823 7,159 15,276 

期中平均株式数（株） 491,522,892 491,360,132 491,484,056 



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   636  3,154 1,097  

(2）受取手形 ※１ 1,555  1,361 1,541  

(3）売掛金   48,104  53,974 47,664  

(4）たな卸資産   27,815  29,798 31,194  

(5）短期貸付金   410  525 404  

(6）繰延税金資産   983  862 1,017  

(7）その他   9,449  10,264 9,468  

貸倒引当金   △145  △86 △84  

流動資産合計    88,809 30.4 99,854 32.4  92,304 30.7

Ⅱ 固定資産       

(1）有形固定資産       

１．建物 
※２,
※３ 

22,567  22,476 22,821  

２．構築物 
※２,
※３ 

16,108  15,777 16,064  

３．機械及び装置 
※２,
※３ 

47,984  48,794 48,768  

４．土地 ※３ 58,204  58,103 58,097  

５．その他 
※２,
※３ 

7,580  7,229 6,903  

有形固定資産合計   152,445  52.2 152,380 49.5 152,655  50.8

(2）無形固定資産   2,761  0.9 2,538 0.8 2,840  1.0

(3）投資その他の資産       

１．投資有価証券   25,604  29,123 30,039  

２．関係会社株式   16,776  16,744 16,733  

３．長期貸付金   279  96 96  

４．その他   5,754  7,473 6,036  

貸倒引当金   △634  △243 △243  

投資その他の資産
合計 

  47,780  16.3 53,195 17.3 52,663  17.5

固定資産合計    202,987 69.6 208,114 67.6  208,160 69.3

資産合計    291,796 100.0 307,968 100.0  300,464 100.0

        



  
 

    
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）買掛金   33,984  45,051 34,937  

(2）短期借入金   29,365  27,675 27,855  

(3）コマーシャルペー
パー 

  6,000  5,000 4,000  

(4）１年以内返済予定
の長期借入金 

  8,650  6,400 10,150  

(5）１年以内償還予定
の社債 

  5,000  10,000 －  

(6）未払法人税等   5,288  4,242 5,639  

(7）未払消費税等   206  309 191  

(8）賞与引当金   1,188  1,156 1,165  

(9）その他   26,020  28,808 31,804  

流動負債合計    115,702 39.6 128,642 41.8  115,743 38.5

Ⅱ 固定負債       

(1）社債   30,000  20,000 30,000  

(2）長期借入金   11,533  12,133 11,708  

(3）繰延税金負債   2,700  4,011 4,759  

(4）土地再評価に係る
繰延税金負債 

  5,758  5,732 5,732  

(5）退職給付引当金   4,909  5,113 3,892  

(6）役員退職慰労金引
当金 

  459  553 1,218  

固定負債合計    55,359 19.0 47,543 15.4  57,309 19.1

負債合計    171,062 58.6 176,185 57.2  173,053 57.6

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    36,998 12.7 － －  36,998 12.3

Ⅱ 資本剰余金       

(1）資本準備金   41,546  － 41,546  

（2）その他資本剰余金   3  － 4  

資本剰余金合計    41,550 14.2 － －  41,551 13.8

Ⅲ 利益剰余金       

(1）任意積立金   3,522  － 3,522  

(2）中間（当期）未処
分利益 

  23,085  － 27,063  

利益剰余金合計    26,608 9.1 － －  30,586 10.2

 Ⅳ 土地再評価差額金    8,636 3.0 － －  8,596 2.9

Ⅴ その他有価証券評価
差額金 

   7,221 2.5 － －  9,995 3.3

Ⅵ 自己株式    △279 △0.1 － －  △317 △0.1

資本合計    120,734 41.4 － －  127,410 42.4

負債資本合計    291,796 100.0 － －  300,464 100.0

        



  

  

    
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    － － 36,998 12.0  － －

２．資本剰余金       

(1）資本準備金   －  41,546 －  

（2）その他資本剰余
金 

  －  4 －  

資本剰余金合計    － － 41,552 13.5  － －

３．利益剰余金       

（1）その他利益剰余
金 

      

固定資産原価積
立金 

  －  3,522 －  

繰越利益剰余金   －  27,063 －  

利益剰余金合計    － － 30,586 11.6  － －

４．自己株式    － － △353 △0.1  － －

株主資本合計    － － 114,025 37.0  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金 

   － － 9,160 2.8  － －

２．土地再評価差額金    － － 8,596 3.0  － －

評価・換算差額等合
計 

   － － 17,757 5.8  － －

純資産合計    － － 131,782 42.8  － －

負債純資産合計    － － 307,968 100.0  － －

        



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    114,473 100.0 121,215 100.0  229,354 100.0

Ⅱ 売上原価    85,673 74.8 91,053 75.1  171,605 74.8

売上総利益    28,800 25.2 30,161 24.9  57,748 25.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   18,695 16.3 18,990 15.7  37,480 16.3

営業利益    10,104 8.8 11,171 9.2  20,268 8.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,245 1.1 1,669 1.4  2,218 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  1,957 1.7 1,813 1.5  4,173 1.8

経常利益    9,392 8.2 11,027 9.1  18,314 8.0

Ⅵ 特別利益 ※３  3,288 2.9 － －  4,099 1.8

Ⅶ 特別損失 ※４  2,948 2.6 － －  4,164 1.8

税引前中間（当
期）純利益 

   9,732 8.5 11,027 9.1  18,249 8.0

法人税、住民税及
び事業税 

  5,076  4,015 7,787  

法人税等調整額   △1,536 3,540 3.1 △35 3,980 3.3 △1,388 6,399 2.8

中間（当期）純利
益 

   6,191 5.4 7,047 5.8  11,850 5.2

前期繰越利益    16,682 －  16,682 

土地再評価差額金
取崩額 

   211 －  250 

中間配当額    － －  1,720 

中間（当期）未処
分利益 

   23,085 －  27,063 

        



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）１．平成18年６月の定時株主総会における利益処分による固定資産減価積立金取崩額と当中間会計期間における取崩額の内

訳は次のとおりであります。 

     １．定時株主総会における利益処分による固定資産減価積立金取崩額  18百万円 

     ２．当中間会計期間における固定資産減価積立金取崩額         8百万円 

    ２．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。 

  

  次へ 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

その他利益剰余金

利益剰余
金合計 

固定資産
減価積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

36,998 41,546 4 41,551 3,522 27,063 30,586 △317 108,818

中間会計期間中の変動額    

固定資産減価積立金の取崩
（注１） 

  △27 27 －  －

剰余金の配当（注２）   △1,719 △1,719  △1,719

役員賞与（注２）   △85 △85  △85

中間純利益   7,047 7,047  7,047

自己株式の取得   △38 △38

自己株式の処分   0 0 2 3

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

   

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ － 0 0 △27 5,269 5,242 △35 5,207

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

36,998 41,546 5 41,552 3,495 32,333 35,828 △353 114,025

  

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金 

土地再評価差
額金 

評価・換算差
額等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

9,995 8,596 18,592 127,410

中間会計期間中の変動額  

固定資産減価積立金の取崩 
（注１） 

 －

剰余金の配当（注２）  △1,719

役員賞与（注２）  △85

中間純利益  7,047

自己株式の取得  △38

自己株式の処分  3

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△835 △835 △835

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△835 － △835 4,371

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

9,160 8,596 17,757 131,782



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 

項目 
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．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法） 同左 同左 

  子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間期末日前１ヶ月間の

市場価格の平均に基づく

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） 

中間期末日前１ヶ月間の

市場価格の平均に基づく

時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理

し、売却減価は移動平均

法により算定） 

期末日前１ヶ月間の市場

価格の平均に基づく時価

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 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

  (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

  製品・半製品・原材料・仕掛

品・貯蔵品 

製品・半製品・原材料・貯蔵

品 

製品・半製品・原材料・貯蔵

品 

  ………総平均法による原価法 ………総平均法による原価法 同左 

  ただし、建築資材・産

業資材事業等のたな卸

資産については、月次

移動平均法による原価

法 

    

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

……定額法 同左 同左 

   なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

    

  建物      ８～50年     

  機械及び装置  ７～20年     

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  ……定額法 ……定額法 同左 

      （自社利用ソフトウェアに

ついては、社内における利

用可能期間（５年）に基づ

いております。） 

  

  (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

  ……均等償却しております。 同左 同左 



  
 

項目 
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．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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、貸倒実績率による計算額

を、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。 

同左 同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (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。 

同左 同左 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職金支給に備える

ため、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認めら

れる額を計上しております。な

お、会計基準変更時差異

（11,490百万円）については、

10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以

内の一定の年数（10年）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

間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌事業年度から

費用処理することとしておりま

す。 

同左  従業員の退職金支給に備える

ため、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。

なお、会計基準変更時差異

（11,490百万円）については、

10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以

内の一定の年数（10年）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、各事業

年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することと

しております。 



  

 

項目 
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） 

  (4）役員退職慰労金引当金 (4）役員退職慰労金引当金 (4）役員退職慰労金引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えて、役員退職慰労金規程に基

づく中間期末要支給額の40％を

計上しております。 

  役員の退職慰労金の支出に備

えて、役員退職慰労金規定に基

づく当中間期末の要支給額を計

上しております。 

  役員の退職慰労金の支出に備

えて、役員退職慰労金規定に基

づく当中間期末の要支給額を計

上しております。 

     （追加情報）  （会計処理方法の変更） 

      当社は平成18年６月29日の定

時株主総会の日をもって役員退

職慰労金制度を廃止し、それま

での在任期間に対応する金額は

対象役員の退任時に支払うこと

としているため、役員退職慰労

金引当金については、制度廃止

以降の繰入れはなく、対象役員

の退任時に取り崩すこととして

おります。 

従来、役員の退職慰労金の支

出に備えて、内規に基づき主と

して期末要支給額の40％相当額

を計上しておりましたが、平成

18年４月10日付当社取締役会に

おきまして、役員退職慰労金制

度の廃止を決定したことに伴

い、当事業年度末までに確定し

た要支給額の全額を計上するこ

とといたしました。これに伴

い、過年度分688百万円を特別

損失（過年度役員退職慰労金引

当金繰入額）に計上した結果、

税引前当期純利益は同額減少し

ております。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

消費税等の会計処理方法 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

  次へ 

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） ───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、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

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これにより税引前中間純利益

は2,948百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき当該資産の金

額から直接控除しております。 

  当事業年度より、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」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用し

ております。これにより税引前中間純利益は

3,076百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の財務諸表等規則に基づき当該資産の金額か

ら直接控除しております。 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

───── 

  当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。これまでの資本の部の合計に相当する金

額は131,782百万円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間期末における中間貸借対照表の純資産

の部については、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） 

 

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．     ───── ※１．中間会計期間末日満期手形 ※１．     ───── 

  中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、当中間会計期間の末日は金

融機関の休日でしたが、満期日に決済が

行われたものとしております。中間会計

期間末日満期手形の金額は次のとおりで

あります。 

  

  
  

受取手形 117百万円

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 

238,066百万円 243,417百万円 239,628百万円 

※３．担保資産 ※３．担保資産 ※３．担保資産 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

建物・構築物・機械及び装置・土地・

その他の有形固定資産（工場財団） 

建物・構築物・機械及び装置・土地・

その他の有形固定資産（工場財団） 

建物・構築物・機械及び装置・土地・

その他の有形固定資産（工場財団） 

89,092百万円 90,465百万円 90,984百万円 

(2）上記に対応する負債 (2）上記に対応する負債 (2）上記に対応する負債 

－ － － 

４．偶発債務 ４．偶発債務 ４．偶発債務 

債務保証 債務保証 債務保証 
  

  

（銀行保証）   

デンカポリマー㈱ 1,700 百万円 

デンカシンガポール
Ｐ．Ｌ． 

1,381

(900万

 〃 

米ドル他)

デンカアヅミン㈱ 452 百万円

金沢デンカ生コン㈱ 143 〃 

デンカコンクリート
㈱ 

142 〃 

従業員住宅資金借入
金 

100 〃 

その他６社 300 〃 

計 4,219 〃 

  
（銀行保証）   

デンカシンガポール
Ｐ．Ｌ． 

6,923

(5,590万

百万円 

米ドル他)

デンカポリマー㈱ 1,500 百万円 

デンカアヅミン㈱ 372 〃

金沢デンカ生コン㈱ 149 〃 

デンカコンクリート
㈱ 

124 〃

中央生コンクリート

㈱ 
100 〃

大間々デンカ生コン

㈱ 
100 〃

従業員社宅資金借入
金 

100 〃

その他３社 84 〃

計 9,453 〃

  

 （銀行保証）   

デンカシンガポール
Ｐ．Ｌ． 

3,707

(2,301万

百万円 

米ドル他) 

デンカポリマー㈱ 1,400 百万円 

デンカアヅミン㈱ 457 〃 

デンカコンクリート
㈱ 

143 〃 

金沢デンカ生コン㈱ 134 〃 

従業員住宅資金借入
金 

100 〃 

その他６社 305 〃 

計 6,248 〃 

５．当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため、取引銀行６行と貸出コミット

メント契約を締結しております。この契

約に基づく当中間会計期間の末日の借入

未実行残高は次の通りであります。 

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行５行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。この契約

に基づく当中間会計期間の末日の借入未

実行残高は次の通りであります。 

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行５行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。この契約

に基づく当事業年度の末日の借入未実行

残高は次の通りであります。 
  
貸出コミットメント
の総額 

20,000 百万円 

借入実行残高 － 〃 

差引額 20,000 〃 

  
貸出コミットメント
の総額 

20,000 百万円 

借入実行残高 － 〃 

差引額 20,000 〃 

貸出コミットメント
の総額 

20,000 百万円 

借入実行残高 － 〃 

差引額 20,000 〃 



（中間損益計算書関係） 

  
 

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

受取利息及び受取配当
金 

756百万円

業務受託収益 167百万円

  
受取利息及び受取配当
金 

1,003百万円

業務受託収益 210百万円

受取利息及び受取配当
金 

922百万円

業務受託収益 431百万円

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

  

支払利息 504百万円

退職給付会計基準変更
時差異償却 

534百万円

  

  

支払利息 527百万円

退職給付会計基準変更
時差異償却 

534百万円

支払利息 1,007百万円

退職給付会計基準変更
時差異償却 

1,069百万円

操業休止等経費 59百万円

※３ 特別利益の主要項目 ※３     ───── ※３ 特別利益の主要項目 
  

投資有価証券売却益 3,288百万円
    

投資有価証券売却益 4,099百万円

※４ 特別損失の主要項目 ※４     ───── ※４ 特別損失の主要項目 
  

減損損失 2,948百万円   減損損失 3,076百万円

 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ました。 

   当会計期間において、当社は、以下の資産

について減損損失を計上しました。 
  

  

場所 主な用途 種類 

北海道

苫小牧

市 

工場用地 土地 

群馬県

高崎市 

倉庫用地 土地 

新潟県

新潟市 

倉庫用地 土地 

  
場所 主な用途 種類 

北海道

苫小牧

市 

工場用地 土地 

群馬県

高崎市 

倉庫用地 土地 

新潟県

新潟市 

倉庫用地 土地 

その他 福利厚生

施設 

土地 

当社は、事業に供している資産については

事業セグメントもしくはそれに準じた単位で

資産のグルーピングを行い、遊休（一部賃

貸）資産については、将来の具体的な使用計

画がないこと及び土地の市場価格の下落など

により回収可能価額が帳簿価額を下回るもの

について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（2,948百万円）

として特別損失に計上しております。 

その内訳は、全て土地であり、北海道苫小

牧市３億51百万円、群馬県高崎市７億55百万

円、新潟県新潟市18億41百万円であります。 

なお、回収可能価額は正味売却価額を使用

し、主として路線価により評価しておりま

す。 
  

  当社は、事業に供している資産については

事業セグメントもしくはそれに準じた単位で

資産のグルーピングを行い、遊休（一部賃

貸）資産については、将来の具体的な使用計

画がないこと及び土地の市場価格の下落など

により回収可能価額が帳簿価額を下回るもの

について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（3,076百万円）

として特別損失に計上しております。 

その内訳は、全て土地であり、北海道苫小

牧市３億51百万円、群馬県高崎市７億55百万

円、新潟県新潟市18億41百万円、その他１億

28百万円であります。 

なお、回収可能価額は正味売却価額を使用

し、主として路線価により評価しておりま

す。 

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 
  

有形固定資産 5,173百万円

無形固定資産 10百万円

  5,184百万円

  
有形固定資産 5,202百万円

無形固定資産 303百万円

  5,505百万円

有形固定資産 10,339百万円

無形固定資産 296百万円

  10,636百万円



（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及び減少株式数は、それぞれ単元未満株式の買い取り及び売り渡しによるものであります。 
  
  

  次へ 

  前事業年度末株式数 

（千株） 

当中間会計期間増加株

式数（千株） 

当中間会計期間減少株

式数（千株） 

当中間会計期間末株式

数（千株） 

 普通株式（注） 986 81 6 1,061 

     合計 986 81 6 1,061 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

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 

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 

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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 
  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械及び装置 5,241 2,987 2,254

有形固定資産
その他 

922 468 453

無形固定資産 39 19 19

合計 6,203 3,475 2,727

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械及び装置 5,994 3,523 2,471

有形固定資産
その他 

719 432 286

無形固定資産 37 26 10

合計 6,751 3,983 2,768

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械及び装置 5,801 3,055 2,745

有形固定資産
その他 

896 524 371

無形固定資産 44 29 14

合計 6,741 3,609 3,132

（注） 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。 

（注）      同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により、算定しておりま

す。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 1,472百万円 

１年超 1,254 〃 

合計 2,727 〃 

  
１年内 1,147百万円 

１年超 1,620 〃 

合計 2,768 〃 

１年内 1,496百万円 

１年超 1,636 〃 

合計 3,132 〃 

（注） 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。 

（注）      同左 （注） 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）当中間期の支払リース料、リース資産

減損勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失 

(3）当中間期の支払リース料、リース資産

減損勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失 
  

支払リース料 698百万円 

減価償却費相当額 698 〃 

  
支払リース料 718百万円 

減価償却費相当額 718 〃 

支払リース料 1,633百万円 

減価償却費相当額 1,633 〃 

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

 （減損損失について）  （減損損失について）  （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

当中間会計期間 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

前事業年度 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 

  前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

  
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 2,277 14,996 12,718 

関連会社株式 － － － 

合計 2,277 14,996 12,718 

  当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

  
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 2,277 17,258 14,980 

関連会社株式 － － － 

合計 2,277 17,258 14,980 

  前事業年度（平成18年３月31日）

  
貸借対照表計上額
（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 2,277 15,877 13,600 

関連会社株式 － － － 

合計 2,277 15,877 13,600 



（１株当たり情報） 

 （注） 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株当たり純資産額 245円66銭

１株当たり中間純利益 12円60銭

  
１株当たり純資産額 268円22銭

１株当たり中間純利益 14円34銭

１株当たり純資産額 259円11銭

１株当たり当期純利益 23円94銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

同左  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

存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
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株当たり中間（当期）純利益     

中間（当期）純利益（百万円） 6,191 7,047 11,850 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 85 

 （うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (85) 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円） 

6,191 7,047 11,765 

期中平均株式数（株） 491,522,892 491,360,132 491,484,056 



(2）【その他】 

 平成18年11月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

（注）平成18年９月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行ないます。 

  

  ①中間配当による配当金の総額 1,719,629,324円   

  ②１株当たりの金額 3円50銭   

  ③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成18年12月６日   



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147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 

(2) 訂正発行登録書 

   平成18年６月29日関東財務局長に提出 

(3) 有価証券報告書の訂正報告書 

   平成18年11月28日関東財務局長に提出 

事業年度（第147期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

(4) 訂正発行登録書 

   平成18年11月28日関東財務局長に提出 

  

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１４日

電 気 化 学 工 業 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」に掲げられている電気化学工業株式会

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、電気化学工業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 

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ているとおり、会社は当中間連結会計期間より固定資産の

減損に係る会計基準を適用している。 

  

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 

  

 （※）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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 轟   茂 道 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 福 原 正 三 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１４日

電 気 化 学 工 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、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」に掲げられている電気化学工業株式会社の

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３

０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、私どもの責任は独

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。 

私どもは、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、私ども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。

私どもは、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。 

私どもは、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、電

気化学工業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１

８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。 
  
会社と私ども両監査法人又はそれぞれの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 

  

 （※）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。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 轟   茂 道 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大田原 吉 隆 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 福 原 正 三 

      

太 陽 Ａ Ｓ Ｇ 監 査 法 人 

  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 多 田 公 彦 

      

  業務執行社員 公認会計士 大 村   茂 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１４日

電 気 化 学 工 業 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」に掲げられている電気化学工業株式会

社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１４７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、電気化

学工業株式会社の平成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 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より固定資産の減損に係る会計

基準を適用している。 

  

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 

  

 （※）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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 轟   茂 道 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 福 原 正 三 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１４日

電 気 化 学 工 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、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」に掲げられている電気化学工業株式会社の

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１４８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、私ども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。 

私どもは、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、私ども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。私ども

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。 

私どもは、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、電気化学工

業株式会社の平成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。 
  
会社と私ども両監査法人又はそれぞれの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 

  

 （※）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。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 轟   茂 道 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大田原 吉 隆 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 福 原 正 三 

      

太 陽 Ａ Ｓ Ｇ 監 査 法 人 

  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 多 田 公 彦 

      

  業務執行社員 公認会計士 大 村   茂 

      


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	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
	(3）発行済株式総数、資本金等の状況
	(4）大株主の状況
	(5）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	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
	３役員の状況

	第５経理の状況
	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
	②中間連結損益計算書
	③中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2）その他

	２中間財務諸表等
	(1）中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	(2）その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/64
	pageform2: 2/64
	form1: EDINET提出書類  2006/12/14 提出
	form2: 電気化学工業株式会社(261030)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/64
	pageform4: 4/64
	pageform5: 5/64
	pageform6: 6/64
	pageform7: 7/64
	pageform8: 8/64
	pageform9: 9/64
	pageform10: 10/64
	pageform11: 11/64
	pageform12: 12/64
	pageform13: 13/64
	pageform14: 14/64
	pageform15: 15/64
	pageform16: 16/64
	pageform17: 17/64
	pageform18: 18/64
	pageform19: 19/64
	pageform20: 20/64
	pageform21: 21/64
	pageform22: 22/64
	pageform23: 23/64
	pageform24: 24/64
	pageform25: 25/64
	pageform26: 26/64
	pageform27: 27/64
	pageform28: 28/64
	pageform29: 29/64
	pageform30: 30/64
	pageform31: 31/64
	pageform32: 32/64
	pageform33: 33/64
	pageform34: 34/64
	pageform35: 35/64
	pageform36: 36/64
	pageform37: 37/64
	pageform38: 38/64
	pageform39: 39/64
	pageform40: 40/64
	pageform41: 41/64
	pageform42: 42/64
	pageform43: 43/64
	pageform44: 44/64
	pageform45: 45/64
	pageform46: 46/64
	pageform47: 47/64
	pageform48: 48/64
	pageform49: 49/64
	pageform50: 50/64
	pageform51: 51/64
	pageform52: 52/64
	pageform53: 53/64
	pageform54: 54/64
	pageform55: 55/64
	pageform56: 56/64
	pageform57: 57/64
	pageform58: 58/64
	pageform59: 59/64
	pageform60: 60/64
	pageform61: 61/64
	pageform62: 62/64
	pageform63: 63/64
	pageform64: 64/64


