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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】 

  

(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 持分法を適用した場合の投資損失については、第48期中は損益等から見て重要性が乏しいため、第49期末から第50期中は

関連会社が存在しないため記載を省略しております。 

４ 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。 

  

回次 第48期中 第49期中 第50期中 第48期 第49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 (千円) 6,435,943 6,527,187 7,748,930 13,435,573 14,420,863

経常利益 (千円) 228,811 193,571 436,001 513,324 702,884

中間(当期) 純利益 (千円) 53,629 69,926 225,815 161,884 347,387

持分法を適用した場合の
投資損失 

(千円) ― 10,952 ― 8,893 ―

資本金 (千円) 1,394,100 1,394,100 1,394,100 1,394,100 1,394,100

発行済株式総数 (株) 10,716,954 10,716,954 10,716,954 10,716,954 10,716,954

純資産額 (千円) 6,745,498 6,983,129 7,369,370 6,936,017 7,361,196

総資産額 (千円) 12,008,505 12,452,483 13,502,188 12,252,224 13,435,070

１株当たり純資産額 (円) 634.80 657.33 693.88 649.12 689.33

１株当たり中間(当期) 
純利益 

(円) 5.05 6.58 21.26 11.59 28.93

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) 4.00 4.00 5.00 9.00 10.00

自己資本比率 (％) 56.17 56.08 54.58 56.61 54.79

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △100,542 495,711 771,523 124,626 834,115

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △65,762 △154,553 △184,122 176,536 △366,107

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △63,217 34,791 △209,271 △316,054 △19,941

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 1,107,537 1,700,105 2,151,123 1,322,680 1,773,290

従業員数 
[外数、 
平均臨時雇用者数] 

(人) 
322 
[111] 

320
[ 99]

329
[102]

331 
[102]

327
[ 98]



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除く)は[ ]内に当中

間会計期間の平均雇用人員を外数で記載しております。 

  

(2) 労働組合の状況 

当社には労働組合は結成されておりません。しかし、労使間は円満に推移しております。 

  

従業員数(人) 329[102]



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間期におけるわが国の経済は、米国経済減速の影響から輸出の伸びはやや鈍化しましたが、好調な企業収益

を背景とした設備投資の拡大、雇用・所得環境の改善に伴う個人消費の増加が続き、景気は国内民間需要中心の回

復基調を維持しました。 

当社主力の建築仕上材業界におきましては、公共投資は減少傾向の中、地価の下げ止まり、団塊ジュニア世代の

住宅取得本格化等もあり建設業界は持ち直しつつあるものの低価格競争、原油の高騰など依然として厳しい経営環

境が続いております。 

当社はこの情勢に対処すべく、住宅リフォーム事業に注力し、また昨年より注目を集めるアスベスト対策工事も

含め、我が社独自商品であるモダンアートの販売を強化するとともに業績の向上に全力を挙げて取り組みました。 

当中間期の売上高の主な増減を品目別にみますと、主力の建築仕上材は、前年同期比3.7％減となり、建築下地調

整材は同18.1％減となりました。ファインセラミックは同64.2％増となり意匠型紙他は、同33.5％減となりまし

た。ビルリフレッシュ（工事）は住宅販売会社との連携を強め同97.6％増となりました。 

この結果、全体としての売上高は前年同期比18.7％増の77億４千８百万円となりました。 

利益面におきましては、営業利益は前年同期比106.2％増の４億１千７百万円、経常利益は同125.2％増の４億３

千６百万円、中間純利益は同222.9％増の２億２千５百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ３億77百万円増加

し、21億51百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は７億71百万円（前年同期比55.7％増）となりました。

これは主に、税引前中間純利益および未払費用の増減額が前中間会計期間に比べそれぞれ２億65百万円（前年同

期比 164.9％増）および２億31百万円（同 ―％）増加したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は１億84百万円（前年同期比19.1％増）となりました。

これは定期預金の預入れによる支出が１億７百万円、無形固定資産の取得による支出が48百万円あったこと等に

よります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は２億9百万円（前年同期比―％）となりました。これは

主に長期借入金の返済による支出が１億円増加し、社債の償還による支出が３億円増加したこと等によります。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における品目別の生産実績は次の通りであります。 

  

(注) １ 金額は、販売価額で表示してあります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当社の工事（ビルリフレッシュ）は、受注から完了までの期間が非常に短いため、受注残高はほとんどなく、受

注高も販売実績と大きな差異はないので、受注高並びに受注残高については、記載を省略しております。 

  

(3) 販売実績 

当中間会計期間における品目別販売実績は次の通りであります。 

  

(注) １ 当中間会計期間において販売実績が総販売実績の100分の10を超える相手先については該当がありません。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

品目 生産高(千円) 前年同期比(％) 

建築仕上材 3,828,392 △0.9 

建築下地調整材 716,753 △9.8 

タイル接着材 111,565 △15.8 

ファインセラミック 324,936 61,9 

合計 4,981,648 △0.2 

品目 販売高(千円) 前年同期比(％) 

製品 

建築仕上材 3,667,440 △3.7

建築下地調整材 685,412 △18.1

タイル接着材 130,924 △3.9

ファインセラミック 325,666 64.2

小計 4,809,443 △3.4

商品 意匠型紙他 58,670 △33.5

工事 ビルリフレッシュ 2,880,816 97.6

合計 7,748,930 18.7



３ 【対処すべき課題】 

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

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

研究開発活動につきましては営業戦略の上で急務となっている研究課題に取り組むとともに、新しい機能を備え

た建築仕上材の開発に努めております。また、製品の機能を最大限に発揮するための製品の組み合わせ及びその施

工方法を包含した理想的なシステム工法の開発研究も手掛けております。これらの研究活動に携わる技術スタッフ

は30名、その研究開発費は１億47百万円（平成18年９月期）であります。 

なお、平成18年９月末日現在の特許及び実用新案権の取得済み件数は72件、出願中のものは150件であります。 

主な研究開発 

(1) 透湿性防水形仕上材 

レインコートの通気防水加工と同じ発想から、屋外からの雨水等には防水効果を発揮する一方において、

室内の過剰水蒸気は屋外へ放出できるような透過性を持つ仕上層を形成します。 

(2) ファインセラミックス成形法 

特殊な物質を原料粉末に混錬して、スラリー状にしたものを型に注入し、加熱固化するという熱ゲル成形

法を開発しました。これにより、従来困難であった形状の複雑なものや大型品の成形を可能にしておりま

す。 

(3) ビルリフレッシュ工法 

コンクリート構造物の耐久性の見直しという社会的要請に応え、劣化したコンクリート構造物の再生、保

護を目的とし劣化補強、鉄筋防錆、欠損部補修、中性化防止、化粧仕上を柱としたビルリフレッシュシステ

ムの確立を目指しております。 

(4) アスシール工法 

石綿の人体に与える有害性は、広く社会問題化しております。しかしながら、石綿の除去方法には、多く

の問題点が残されています。石綿繊維の飛散を防止するため無機質水系の処理液を開発し、アスシール固化

工法とアスシール除去工法により、総合的な石綿汚染層の改装工法を確立しております。 

(5) キクスイＳＡ工法 

コンクリート打放し仕上げは、その名の通り脱型したコンクリートそのものを仕上とし、コンクリート素

材の持つ素朴さや重厚さの特徴を生かした建築仕上げの一つです。「キクスイＳＡ工法」は、この様なコン

クリート打放しのもつ質感を生かし、更にコンクリート構造物を酸性雨、中性化等の劣化要因から保護する

目的で開発した完全水系化システムの特許工法であります。完全水系化することにより、地球環境に配慮し

た工法であります。 

(6) 缶内調色システム 

長年、培ってきたキクスイの水系塗材・塗料づくりの技術を進化させ、一缶単位の調色を可能にしまし

た。調色のデータベースを用いているため、色のズレはほとんどなくユーザーにより近いところで塗材・塗

料を生産調色して、クイックデリバリーを可能としたシステムです。従来は釜という大容量の調色混合機器

を利用し、調色を行ってきました。調色後の釜や器具の洗浄に多量の水を使用し、汚水・排水の問題が発生

していました。缶内調色システムにより、廃水ゼロ、廃汚泥ゼロを実現し、地球環境の負荷を軽減しまし

た。 

(7) 水系発泡形耐火被覆材 



膜厚１～５㎜という薄さで、膜厚40㎜のロックウール、ケイ酸カルシウム板と同等の耐火性能を発揮する

水系発泡形耐火被覆です。施工の自由度が高く、幅広い用途に用いることができ、ドーム状建築物・アトリ

ウム・工場内部の柱や梁など、特に人の集まる場所に最適であります。また、日本初の水系発泡形耐火被覆

であります。これまでの発泡形耐火被覆はすべて有機溶剤を使用しており、施工時の安全性や環境面にも配

慮が必要でした。これからは人や環境に優しい水系発泡形耐火被覆材が市場を拡大することと思われます。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、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】 

当中間会計期間において、前事業年度末における設備の新設、拡充、除却等の計画に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、除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。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 34,000,000

計 34,000,000

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15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 10,716,954 10,716,954
名古屋証券取引所
市場第二部 

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 10,716,954 10,716,954 ― ― 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

  

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
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成18年４月１日 
～平成18年９月30日 

― 10,716 ― 1,394,100 ― 1,092,160

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(％) 

有限会社 ティー・サポート 名古屋市千種区富士見台４丁目12番地の11 2,037 19.01

株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 528 4.93

株式会社 名古屋銀行 名古屋市中区錦三丁目19番17号 520 4.86

菊水化学工業社員持株会 名古屋市中区丸の内三丁目21番25号 362 3.39

菊水化学工業取引先持株会 名古屋市中区丸の内三丁目21番25号 339 3.16

株式会社 愛知銀行 名古屋市中区栄三丁目14番12号 332 3.10

遠山  昌夫 名古屋市千種区 303 2.84

株式会社 大垣共立銀行 東京都中央区晴海１丁目8番12号 174 1.62

浅海  正義 名古屋市千種区 153 1.44

株式会社 トーメンケミカル 東京都千代田区丸の内三丁目８番１号 152 1.42

計 ― 4,903 45.75



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

(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、1,000株が含まれております。なお、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係わる議決権の数１個が含まれておりません。 

  

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、名古屋証券取引所市場第二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、当半期報告書の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     96,000 

―
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 

完全議決権株式(その他) 普通株式 10,565,000 10,564 同上 

単元未満株式 普通株式     55,954 ― 同上 

発行済株式総数 10,716,954 ― ― 

総株主の議決権 ― 10,564 ― 

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) 
菊水化学工業株式会社 

名古屋市中区丸の内 
三丁目21番25号 

96,000 ― 96,000 0.90

計 ― 96,000 ― 96,000 0.90

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 920 1,140 845 770 776 765

最低(円) 821 810 703 605 710 700



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

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、みすず監査法人（注）の

中間監査を受けております。 

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

  

３ 中間連結財務諸表について 

「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）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせな

い程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    前中間会計期間末 

(平成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 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金   1,758,252   2,209,297 1,831,437   

２ 受取手形 ※３ 2,452,456   2,348,862 2,540,146   

３ 売掛金   1,906,049   2,416,677 2,438,668   

４ たな卸資産   750,559   786,867 869,463   

５ 繰延税金資産   60,179   164,461 121,631   

６ その他   231,134   142,599 102,560   

７ 貸倒引当金   △68,382   △29,667 △34,786   

流動資産合計    7,090,250 56.9 8,039,098 59.5   7,869,122 58.6

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１        

(1) 建物   799,239   739,285 775,300   

(2) 機械及び装置   400,544   317,523 356,188   

(3) 土地   1,417,931   1,417,931 1,417,931   

(4) その他   97,944   119,294 100,841   

有形固定資産合計   2,715,659   21.8 2,594,034 19.2 2,650,261   19.7

２ 無形固定資産   315,377   2.6 254,208 1.9 288,404   2.1

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   1,507,192   1,638,461 1,817,956   

(2) 繰延税金資産   155,896   200,139 136,462   

(3) 長期性預金   510,000   610,000 510,000   

(4) その他   193,695   236,318 262,992   

(5) 貸倒引当金   △35,588   △70,073 △100,129   

投資その他の資産 
合計   2,331,195   18.7 2,614,846 19.4 2,627,281   19.6

固定資産合計    5,362,232 43.1 5,463,089 40.5   5,565,948 41.4

資産合計    12,452,483 100.0 13,502,188 100.0   13,435,070 100.0

           



  

  

    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 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金   2,013,467   2,327,707 2,263,476   

２ 短期借入金   900,000   900,000 900,000   

３ １年以内償還予定の 
  社債   320,000   20,000 320,000   

４ １年以内返済予定の 
  長期借入金   100,000   ― 100,000   

５ 未払法人税等   110,782   257,947 332,211   

６ その他   666,762   908,239 704,966   

流動負債合計    4,111,011 33.0 4,413,895 32.7   4,620,655 34.4

Ⅱ 固定負債          

１ 社債   140,000   320,000 130,000   

２ 長期借入金   400,000   470,000 400,000   

３ 退職給付引当金   501,062   529,592 533,526   

４ 役員退職慰労引当金   299,268   383,028 373,438   

５ その他   18,011   16,301 16,253   

固定負債合計    1,358,342 10.9 1,718,921 12.7   1,453,218 10.8

負債合計    5,469,354 43.9 6,132,817 45.4   6,073,873 45.2

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    1,394,100 11.2 ― ―   1,394,100 10.4

Ⅱ 資本剰余金          

資本準備金   1,092,160   ― 1,092,160   

資本剰余金合計    1,092,160 8.8 ― ―   1,092,160 8.1

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   348,525   ― 348,525   

２ 任意積立金   3,584,204   ― 3,584,204   

３ 中間(当期) 
  未処分利益   297,264   ― 532,231   

利益剰余金合計    4,229,994 34.0 ― ―   4,464,961 33.2

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金    308,825 2.5 ― ―   454,735 3.4

Ⅴ 自己株式    △41,950 △0.4 ― ―   △44,760 △0.3

資本合計    6,983,129 56.1 ― ―   7,361,196 54.8

負債・資本合計    12,452,483 100.0 ― ―   13,435,070 100.0

           



  

  

    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 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金    ― ― 1,394,100 10.3   ― ―

２ 資本剰余金          

 資本準備金   ―   1,092,160 ―   

資本剰余金合計    ― ― 1,092,160 8.1   ― ―

３ 利益剰余金          

(1) 利益準備金   ―   348,525 ―   

(2) その他利益剰余金          

特別償却準備金   ―   1,323 ―   

別途積立金   ―   3,680,000 ―   

繰越利益剰余金   ―   557,182 ―   

利益剰余金合計    ― ― 4,587,031 34.0   ― ―

４ 自己株式    ― ― △44,915 △0.3   ― ―

株主資本合計    ― ― 7,028,375 52.1   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― 340,995   ― 

評価・換算差額等 
合計    ― ― 340,995 2.5   ― ―

純資産合計    ― ― 7,369,370 54.6   ― ―

負債純資産合計    ― ― 13,502,188 100.0   ― ―

           



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 
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(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    6,527,187 100.0 7,748,930 100.0   14,420,863 100.0

Ⅱ 売上原価    4,465,133 68.4 5,282,548 68.2   9,848,752 68.3

売上総利益    2,062,053 31.6 2,466,382 31.8   4,572,111 31.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,859,704 28.5 2,049,126 26.4   3,846,370 26.7

営業利益    202,349 3.1 417,256 5.4   725,740 5.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  32,599 0.5 40,553 0.5   71,416 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  41,377 0.6 21,808 0.3   94,271 0.6

経常利益    193,571 3.0 436,001 5.6   702,884 4.9

Ⅵ 特別利益 ※３  50,486 0.8 6,463 0.1   50,498 0.3

Ⅶ 特別損失 ※４  82,924 1.3 15,655 0.2   146,083 1.0

税引前中間(当期) 
純利益    161,134 2.5 426,809 5.5   607,299 4.2

法人税、住民税 
及び事業税   104,266   241,684 408,737   

法人税等調整額   △13,058 91,207 1.4 △40,690 200,993 2.6 △148,825 259,912 1.8

中間(当期)純利益    69,926 1.1 225,815 2.9   347,387 2.4

前期繰越利益    227,338   227,338 

中間配当額    ―   42,494 

中間(当期)未処分 
利益    297,264   532,231 

           



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) 

  

  

  

  

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 

  

利益準備金

  

その他利益剰余金 

特別償却準備
金 別途積立金

繰越利益剰
余金 

平成18年３月31日残高(千円) 1,394,100 1,092,160 348,525 4,204 3,580,000 532,231 △44,760 6,906,461 

中間会計期間中の変動額              

特別償却準備金の取崩し       △2,881  2,881   ― 

別途積立金の積み立て        100,000 △100,000   ― 

剰余金の配当         △63,723   △63,723

役員賞与の支給額         △40,022   △40,022

中間純利益         225,815   225,815

自己株式の取得          △154 △154 

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 
(千円) ― ― ― △2,881 100,000 24,950 △154 121,914 

平成18年９月30日残高(千円) 1,394,100 1,092,160 348,525 1,323 3,680,000 557,182 △44,915 7,028,375 

  
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(千円) 454,735 454,735 7,361,196 

中間会計期間中の変動額       

特別償却準備金の取崩し     ― 

別途積立金の積み立て     ― 

剰余金の配当     △63,723

役員賞与の支給額     △40,022

中間純利益     225,815

自己株式の取得     △154 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額） 

△113,740 △113,740 △113,740 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △113,740 △113,740 8,173 

平成18年９月30日残高(千円) 340,995 340,995 7,369,370 

  



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
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 
(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(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税引前中間(当期)純利益  161,134 426,809 607,299

減価償却費   103,639 114,950 231,248

退職給付引当金の増減額   29,441 △3,933 61,905

役員退職慰労引当金の 
増減額 

  39,072 9,590 113,242

貸倒引当金の増減額   17,589 △35,175 48,534

受取利息及び受取配当金   △12,720 △13,551 △20,688

支払利息   8,495 7,684 15,985

為替差損益   △1,475 296 △2,542

投資有価証券売却益   △50,486 ― △50,498

社債発行費   ― 5,400 ―

有形固定資産売却損  7,968 ― 8,662

有形固定資産除却損  4,476 15,507 11,310

売上債権の増減額  383,521 229,322 △234,980

たな卸資産の増減額  36,796 82,596 △82,107

仕入債務の増減額  △109,004 64,230 141,004

未払費用の増減額  △14,207 217,020 124,173

未払消費税等の増減額  △29,713 23,292 △25,698

役員賞与の支払額  △38,721 △40,022 △38,721

その他  △22,846 △28,573 24,032

小計  512,958 1,075,443 932,163

利息及び配当金の受取額  12,429 20,324 27,921

利息の支払額  △8,228 △9,289 △18,630

法人税等の支払額  △21,447 △314,956 △107,338

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 495,711 771,523 834,115



  

  

    
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)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

定期預金の預入れ 
による支出 

 △7,497 △107,382 △8,288

定期預金の払戻し 
による収入 

  307,469 7,356 308,260

有形固定資産の取得 
による支出 

  △62,299 △32,099 △108,009

有形固定資産の売却 
による収入 

  8,100 425 8,100

無形固定資産の取得 
による支出 

 △104,365 △48,621 △193,426

投資有価証券の取得 
による支出 

 △369,855 △61 △440,962

投資有価証券の売却 
による収入 

 75,006 ― 75,018

その他投資の取得 
による支出 

 △8,399 △11,983 △23,338

その他投資の減少 
による収入 

 8,432 6,954 17,184

貸付けによる支出  △2,000 ― ―

貸付金の回収による収入  857 1,290 1,897

その他  ― ― △2,541

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △154,553 △184,122 △366,107

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  100,000 ― 100,000

長期借入れによる収入   ― 70,000 ―

長期借入金の返済 
による支出 

  ― △100,000 ―

社債の発行による収入   ― 194,600 ―

社債の償還による支出   △10,000 △310,000 △20,000

自己株式の取得 
による支出 

  △2,160 △154 △4,970

配当金の支払額  △53,048 △63,716 △94,970

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 34,791 △209,271 △19,941

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
  係る換算差額 

 1,475 △296 2,542

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  377,425 377,833 450,610

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 1,322,680 1,773,290 1,322,680

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 1,700,105 2,151,123 1,773,290

    



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 

子会社株式及び関連会社株

式 

 関連会社株式 

  移動平均法による原価 

 法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定し

ております。) 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株

式 

  

― 

  

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算定

しております。) 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株

式 

  

― 

  

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定してお

ります。) 

   時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

 時価のないもの 

同左 

 時価のないもの 

同左 

  (2) デリバティブ 

   時価法を採用してお

ります 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

  (3) たな卸資産 

製品・仕掛品： 

 総平均法による原価法 

商品・原材料： 

 移動平均法による原価法 

貯蔵品： 

 最終仕入原価法による原

価法 

(3) たな卸資産 

製品・仕掛品： 

同左 

商品・原材料： 

同左 

貯蔵品： 

同左 

(3) たな卸資産 

製品・仕掛品： 

同左 

商品・原材料： 

同左 

貯蔵品： 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以

下の通りであります。 

 建物     17～50年 

 機械及び装置 ７～９年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

 定額法によっておりま

す。 

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)

に基づ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 



  

  

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 

 売掛金等の金銭債権の貸

倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については、

貸倒実績率に基づき算定し

た金額を、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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付の見込額に基

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。 

 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、それぞれ発生の翌事

業年度から費用処理してお

ります。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため当事業年度末におけ

る退職給付の見込額に基づ

き、計上しております。 

 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、それぞれ発生の翌事業

年度から費用処理しており

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) 

  (3) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計上

しております。過年度相当

額については、平成16年３

月期より３年間で均等額を

繰入計上することとし、年

間繰入額の２分の１を特別

損失に計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計上

しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上して

おります。過年度相当額に

ついては、平成16年３月期

より３年間で均等額を繰入

計上することとし、特別損

失に計上しております。 

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 中間キャッシュ・

フロー計算書(キャ

ッシュ・フロー計算

書)における資金の

範囲 

 中間キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、要求払預金及び容易

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ヵ月以内に満期日の

到来する短期的な投資を計

上しております。 

同左  キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現

金、要求払預金及び容易に

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ヵ月以内に満期日の到

来する短期的な投資を計上

しております。 

６ 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 

(1) 繰延資産の処理方法 

――――― 

  

  

(1) 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

 支出時に全額費用として

処理しております。 

(1) 繰延資産の処理方法 

――――― 

  

  

  (2) 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。 

 なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債の「その

他」に含めて表示してお

ります。 

(2) 消費税等の会計処理 

同左 

(2) 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、

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。 

 これによる損益に与える影響は

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。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。 

――――― （役員賞与に関する会計基準）

 当中間会計期間より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準第４号 平成17年11月29日）を

適用しております。 

 これにより、従来、株主総会の

利益処分案決議により未処分利益

の減少として会計処理していた役

員賞与を当中間会計期間から発生

時に費用処理しております。この

結果、従来の方法に比べ営業利

益、経常利益及び税引前中間純利

益が35,520千円減少しておりま

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

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、7,369,370千円であり

ます。 

なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部につい

ては、中間財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

  

――――― 



  

表示方法の変更 

  

  

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

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) 

(中間キャッシュ・フロー計算書) 

 前中間会計期間において区分掲記しておりました

「その他の流動資産の増減額」（当中間会計期間△

20,796千円）、「その他の流動負債の増減額」（当

中間会計期間△16,994千円）及び「預り保証金の増

減額」（当中間会計期間94千円）は、重要性がない

ため、当中間会計期間より「その他」として表示す

ることに変更いたしました。 

(中間キャッシュ・フロー計算書) 

 前中間会計期間において区分掲記しておりました

「有形固定資産売却損」は金額的重要性がないため

当中間会計期間より「その他」として表示すること

に変更いたしました。 

 なお、当中間会計期間の「その他」に含まれてい

る「有形固定資産売却損」は148千円であります。 

項目 
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 有形固定資産減価償却 

  累計額 
4,138,183千円 4,106,558千円 4,172,167千円 

※２ 債務保証 

   次の会社の金融機関等か

らの借入に対し、債務保証

を行っております。 

 菊水化工(上海)有限公司 

  

  

  

  

――――― 

  

  

  

  

7,465千円 

  

  

  

  

――――― 

※３ 中間期末日満期手形の会

計処理 

  

  

  

  

  

  

――――― 

 中間期末日満期手形の

会計処理については、手

形満期日をもって決済処

理をしております。この

ため、当中間会計期間の

末日は金融機関の休日で

ありましたが、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

中間期末日満期手形の金

額は次のとおりでありま

す。 

受取手形 326,933千円 

  

  

――――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  

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 営業外収益の重要項目       

    受取利息 4,113千円 3,784千円 7,480千円 

    受取配当金 8,606千円 9,766千円 13,207千円 

    仕入割引 3,859千円 7,203千円 9,058千円 

※２ 営業外費用の重要項目       

    支払利息 8,495千円 7,684千円 15,985千円 

    減価償却費 2,642千円 1,396千円 4,860千円 

    社債発行費 ―千円 5,400千円 ―千円 

    貸倒引当金繰入額 14,000千円 ―千円 45,885千円 

※３ 特別利益の重要項目       

    貸倒引当金戻入益 ―千円 6,463千円 ―千円 

    投資有価証券売却益 50,486千円 ―千円 50,498千円 

※４ 特別損失の重要項目       

    固定資産除売却損 12,444千円 15,655千円 19,973千円 

    過年度役員退職慰労 

    引当金繰入額 
55,629千円 ―千円 111,259千円 

 ５ 減価償却実施額       

    有形固定資産 87,583千円 76,433千円 180,888千円 

    無形固定資産 15,346千円 37,851千円 48,959千円 



(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） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   200株 

  

３ 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当中間会計期間後となるもの 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 10,716,954 ― ― 10,716,954 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 96,294 200 ― 96,494 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

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 63,723 6 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年11月17日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 53,097 5 平成18年９月30日 平成18年12月12日



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

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) 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

(平成17年９月30日) 

現金及び預金勘定 1,758,252千円

預入期間が３ヵ月を 
超える定期預金 

△58,146千円

現金及び現金同等物 1,700,105千円

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

(平成18年９月30日) 

現金及び預金勘定 2,209,297千円

預入期間が３ヵ月を
超える定期預金 

△58,173千円

現金及び現金同等物 2,151,123千円

 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

(平成18年３月31日) 

現金及び預金勘定 1,831,437千円

預入期間が３ヵ月を
超える定期預金 

△58,147千円

現金及び現金同等物 1,773,290千円



(リース取引関係) 

  

  

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) 

 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

相当額及び中間期末残高

相当額 

(注)１ リース物件の「そ

の他」は有形固定資

産の「工具・器具及

び備品」でありま

す。 

  ２ 取得価額相当額

は、未経過リース料

中間期末残高が固定

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。 

  
その他 

(千円) 

無形固 
定資産 
(千円) 

合計 

(千円)

取得価額 

相当額 
59,880 20,172 80,052

減価償却 

累計額 

相当額 

16,802 2,017 18,820

中間期末 

残高 

相当額 
43,077 18,154 61,232

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 

(注)１ リース物件の「そ

の他」は有形固定資

産の「工具・器具及

び備品」でありま

す。 

  ２ 取得価額相当額

は、未経過リース料

中間期末残高が固定

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。 

  
その他

(千円)

無形固

定資産

(千円)

合計 

(千円)

取得価額

相当額 
60,522 26,178 86,700

減価償却

累計額 

相当額 

21,266 7,007 28,274

中間期末

残高 

相当額 
39,255 19,170 58,426

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 

 (注)１ リース物件は、

全て有形固定資産の

「その他」に含まれ

る「工具・器具及び

備品」であります。 

２ 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。 

  
その他 

(千円) 

無形固 
定資産 
(千円) 

合計 

(千円)

取得価額

相当額 
68,280 20,172 88,452

減価償却

累計額 

相当額 

24,122 4,034 28,157

期末 

残高 

相当額 
44,157 16,137 60,295

 

  ２ 未経過リース料中間期

末残高相当額 

(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。 

１年内 16,174千円

１年超 45,057千円

合計 61,232千円

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額 

(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。 

１年内 18,163千円

１年超 40,262千円

合計 58,426千円

２ 未経過リース料期末残

高相当額 

(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。 

１年内 16,755千円

１年超 43,540千円

合計 60,295千円

 

  ３ 支払リース料及び減価

償却費相当額 

支払リース料 8,105千円

減価償却費 

相当額 
8,105千円

３ 支払リース料及び減価

償却費相当額 

支払リース料 8,912千円

減価償却費 

相当額 
8,912千円

３ 支払リース料及び減価

償却費相当額 

支払リース料 17,441千円

減価償却費 

相当額 
17,441千円



  

  
  

(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

  

２ 時価評価されてない有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

  

  

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 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 

区分 

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) 

取得原価 
(千円) 

中間貸借対
照表計上額 
(千円) 

差額
(千円) 

取得原価
(千円) 

中間貸借対 
照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 705,016 1,213,172 508,156 776,183 1,334,886 558,702

② 債券 300,000 287,640 △12,360 300,000 297,195 △2,805

③ その他 ― ― ― ― ― ―

合計 1,005,016 1,500,812 495,796 1,076,183 1,632,081 555,897

区分 

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) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券  

① 非上場株式 6,380 6,380

合計 6,380 6,380



前事業年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

  

  

区分 取得原価(千円)
貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

① 株式 776,121 1,524,050 747,929

② 債券 300,000 287,526 △12,474

③ その他 ― ― ―

合計 1,076,121 1,811,576 735,455

区分 貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券  

① 非上場株式 6,380

合計 6,380



(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 金利関連 

  

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 金利関連 

  

前事業年度末(平成18年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 金利関連 

  

（ストックオプション等関係） 

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） 

該当事項はありません。 

区分 種類 
契約額等
(千円) 

契約額等の
うち１年超 
 (千円) 

時価
(千円) 

評価損益 
(千円) 

市場取引 
以外の取引 

金利スワップ取引 
受取固定・支払変動 

760,000 300,000 △16,796 △16,796 

合計 760,000 300,000 △16,796 △16,796 

区分 種類 
契約額等
(千円) 

契約額等の
うち１年超 
 (千円) 

時価
(千円) 

評価損益 
(千円) 

市場取引 
以外の取引 

金利スワップ取引 
受取固定・支払変動 

300,000 300,000 △1,799 △1,799 

合計 300,000 300,000 △1,799 △1,799 

区分 種類 
契約額等
(千円) 

契約額等の
うち１年超 
 (千円) 

時価
(千円) 

評価損益 
(千円) 

市場取引 
以外の取引 

金利スワップ取引 
受取固定・支払変動 

750,000 300,000 △9,503 △9,503 

合計 750,000 300,000 △9,503 △9,503 



(持分法損益等) 

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) 

関連会社に対する投資の金額        14,850千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 

 関連会社株式                ―千円 

 持分法適用に伴う負債          4,995千円 

持分法を適用した場合の投資損失の金額   10,952千円 

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) 

当中間会計期間において関連会社はないため、該当事項はありません。 

前事業年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) 

当事業年度において関連会社はないため、該当事項はありません。 

(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 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 657円33銭 １株当たり純資産額 693円88銭 １株当たり純資産額 689円33銭

１株当たり中間純利益 6円58銭 １株当たり中間純利益 21円26銭 １株当たり当期純利益 28円93銭

  
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)

中間(当期)純利益 69,926千円 225,815千円 347,387千円 

普通株主に帰属しない金額 
 利益処分による役員賞与金 ―千円 ―千円 40,022千円 

普通株式に係る中間(当期)純利益 69,926千円 225,815千円 307,364千円 

普通株式の期中平均株式数 10,625千株 10,621千株 10,623千株 



（2）【その他】 

平成18年11月17日開催の取締役会において、第50期の中間配当を行うことを決議いたしました。 

(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、支払いを行います。 

  

中間配当金総額  53,097千円 

１株当たりの金額  ５円00銭 

支払請求権の効力発生日 
及び支払開始日 

平成18年12月12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。 

  

  

  

  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第49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 
東海財務局長に提出 



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１５日

菊 水 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」に掲げられている菊水化学工業株式会

社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第49期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）

に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。

この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

学工業株式会社の平成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会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月

30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

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

  

以  上 

  

 （※）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 柴 田 光 明 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 鬼 頭 潤 子 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１５日

菊 水 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」に掲げられている菊水化学工業株式会

社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第50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、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

学工業株式会社の平成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 

  

 （※）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 田 島 和 憲 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 柴 田 光 明 
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