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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（消費税及び地方消費税をいう。以下消費税等という。）は含まれていない。 

２．平均臨時雇用者数の総数は、従業員数の100分の10未満であるので記載を省略している。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

４．純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号）を適用している。 

回次 第137期中 第138期中 第139期中 第137期 第138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） 12,702 12,557 15,712 26,420 26,348 

経常利益（百万円） 978 633 1,246 2,240 1,564 

中間（当期）純損益（百万円） 576 340 612 1,215 804 

純資産額（百万円） 11,610 12,420 13,248 12,599 13,258 

総資産額（百万円） 40,550 42,593 46,372 40,819 42,161 

１株当たり純資産額（円） 167.39 179.13 191.11 181.69 191.24 

１株当たり中間（当期）純損益

（円） 
8.30 4.91 8.83 17.52 11.60 

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（％） 28.6 29.2 28.6 30.87 31.45 

営業活動によるキャッシュ・ 

フロー（百万円） 
2,888 1,009 2,871 3,615 1,961 

投資活動によるキャッシュ・ 

フロー（百万円） 
△1,283 △2,387 △1,385 △515 △4,809 

財務活動によるキャッシュ・ 

フロー（百万円） 
419 1,000 865 △1,181 1,927 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（百万円） 
4,629 4,123 6,067 4,495 3,582 

従業員数（人） 729 732 768 725 721 



(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いない。 

２．平均臨時雇用者数の総数は、従業員数の100分の10未満であるので記載を省略している。 

３．純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号）を適用している。 

回次 第137期中 第138期中 第139期中 第137期 第138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） 11,771 11,606 14,012 24,361 24,257 

経常利益（百万円） 864 607 1,061 2,005 1,469 

中間（当期）純損益（百万円） 442 318 456 1,008 765 

資本金（百万円） 

(発行済株式総数)（千株） 

6,230 

(69,442)

6,230 

(69,442)

6,230 

(69,442)

6,230 

(69,442)

6,230 

(69,442)

純資産額（百万円） 11,645 12,352 13,038 12,562 13,169 

総資産額（百万円） 39,367 41,579 43,773 39,583 40,729 

１株当たり配当額（円） － － － 5.00 5.00 

自己資本比率（％） 29.6 29.7 29.8 31.7 32.3 

従業員数（人） 609 608 612 602 604 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容については、重要な変

更はない。 

 また主要な関係会社についても異動はない。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において関連会社であった管周推進技建株式会社は当社が所有する株式をすべて売却したた

め、関連会社ではなくなった。 

４【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

 （注）１．平均臨時雇用者数の総数は、従業員数の100分の10未満であるので記載を省略している。 

２．従業員数は、当社グループからグループ外への出向者、臨時雇用者（臨時従業員、パートタイマー）、人材

会社からの派遣社員を除いて記載している。 

３．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

ものである。 

(2)提出会社の状況 

 （注）１．平均臨時雇用者数の総数は、従業員数の100分の10未満であるので記載を省略している。 

２．従業員数は、当社からの出向者、臨時雇用者（臨時従業員、パートタイマー）、人材会社からの派遣社員を

除いて記載している。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はない。 

  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） 

化成品事業 208 

機械事業 183 

電子材料事業 319 

その他の事業 3 

全社(共通) 55 

合計 768 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 612 



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、電子部品・デバイス市場が好調に推移し、総じて設備投資、民間需

要が堅調であったことなどから、引き続き景気は拡大基調のまま推移した。 

このようななかで、当社グループにおいては、受注増勢の環境下、最重点注力事業であるシリコンウェハー再生

における12インチ（300mm)生産ラインの増強と、台湾子会社におけるＩＴ産業向け高純度燐酸の増産工事に取り組

み、生産基盤の拡充による収益向上に取り組んできた。また、公共事業関連需要の低迷が続く機械事業において

は、収益の向上をはかるべく、新規商品の探索に努めてきた。 

これらにより当中間連結会計期間の売上高は、157億12百万円と前年同期に比べ25.1％の増収になった。損益に

ついては、設備増強による償却費負担の増加があったが、経常利益12億46百万円と前年同期に比べ６億12百万円の

増益となり、中間純利益は、６億12百万円と、前年同期に比べ２億71百万円の増益となった。 

なお、９月29日開催の取締役会において900万株の公募増資（別途100万株のオーバーアロットメント売り出し及

びそれに伴う第三者割当増資）を決議し、設備資金の調達をはかるとともに、自己資本を充実させることによる財

務体質の強化をはかった。 

事業のセグメント別の業績は、次のとおりである。 

①化成品事業 

燐系製品及び燐系二次製品に関しては、液晶関連業界に在庫調整の影響がみられたものの、総じて半導体業界が

好調裡に推移するなか、高付加価値商品である半導体・液晶製造工程向けの高純度燐酸や、レンズ向けの高純度燐

酸塩などの高付加価値製品を中心に販売を伸ばした。これに加え、当中間連結会計期間より連結対象となった台湾

子会社の寄与もあり、増収となった。 

水処理用凝集剤においては、上下水道・工場排水向けはほぼ横這いで推移したが、塩化鉄のエッチング用途向け

のリサイクルなどが好調に推移したため増収となった。また、コンデンサー向け原料なども増収となった。 

これらを併せた売上高は72億98百万円（前年同期比22.1％増収）、営業利益は、５億47百万円（前年同期比

222.0％増益）と大幅な増収・増益となった。 

②機械事業 

下水道関連の掘進機は、公共事業の低迷する国内向けについては機器の販売・レンタルとも引き続き低調ではあ

ったが、台湾を主とする東南アジア向けの販売が好調であったことにより増収となった。 

破砕選別機械は、単体機械の受注が落ち込んだが、砕石プラント・民間リサイクルプラントの大型工事の受注が

あったことから、売上げは大きく伸長した。 

その他、精密機械加工は若干の減収となったが、微粉の選別用途に用いられる特殊スクリーンは、化学工業向

けを中心に堅調な販売が続き増収となった。 

これらを併せた売上高は、32億51百万円（前年同期比36.7％増収）となり、営業利益40百万円（前年同期は営業

損失１億37百万円）となった。 



③電子材料事業 

半導体業界は、電子部品・デバイス市場の世界的な拡大による新設備の立ち上げに伴い、プライムウェハー供給

量の拡大が続いた。このような環境の中で、当社におけるシリコンウェハー再生は、生産能力の拡充のため重点的

に設備増強を行った12インチ（300mm)ウェハーが大幅に増収となったほか、８インチ（200mm)以下についても売上

げを伸ばした。また、再生ウェハーの高付加価値化をはかる成膜加工も、順調に伸長した。 

化合物半導体に使われる高純度無機素材は、インジウムや赤燐などが売上げを伸ばしたものの、競合激化の影響

を受け主力商品のガリウムの販売数量が減少したことから、減収となった。 

このほか、ＩＣ用塗布材は、関連業界が好調に推移したことから若干の増収となった。 

これらを併せた売上高は、46億23百万円（前年同期比23.5％増収）となったが、新規設備の償却負担の増加によ

り営業利益は、５億20百万円（前年同期比11.6％増益）に留まった。 

④その他の事業 

石油精製用触媒再生は、新規顧客の獲得もあり大幅な増収となり、また、宮古ショッピングセンタービルの賃貸

など、不動産関連はほぼ前年同期並に推移した。 

この結果、売上高は５億38百万円と（前年同期比18.4％増収）、営業利益は、２億86百万円（前年同期比35.8％

増益）となった。 

(2)キャッシュ・フロー 

当中間連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取

得による支出及び長期借入による収入等の要因に加え、税金等調整前中間純利益が10億40百万円（前中間連結会計

年度は６億６百万円）となり、前連結会計年度末に比べ23億56百万円増加したこと及び連結範囲の変更により現金

及び現金同等物が１億28百万円増加したことにより、当中間連結会計年度末には60億67百万円となった。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は28億71百万円（前年同期比18億62百万円増加）となった。これは主に減価償却費

11億93百万円（前年同期比３億59百万円増加）及び仕入債務の増加額12億52百万円（前年同期比14億84百万円増

加）によるものである。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は13億85百万円（前年同期比10億１百万円減少）となった。これは主に有形固定資

産の取得による支出13億11百万円（前年同期比８億90百万円減少）によるものである。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は８億65百万円（前年同期比１億34百万円減少）となった。これは主に長期借入に

よる収入30億48百万円（前年同期は32億50百万円）と長期借入金の返済による支出17億40百万円（前年同期は19億

３百万円）によるものである。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１．金額は販売価格によっている。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

(2）製品仕入実績 

 当中間連結会計期間の製品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

(3）受注状況 

 当社グループの製品の大部分は市況に応じた計画生産品であり、個別的な受注生産は行っていない。 

(4）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去している。 

２．総販売実績に比し、10％以上に該当する販売先はない。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

化成品事業（百万円） 5,424 119.1 

機械事業（百万円） 1,934 128.4 

電子材料事業（百万円） 4,266 124.4 

その他の事業（百万円） 106 90.6 

合計（百万円） 11,731 122.1 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

化成品事業（百万円） 1,617 115.3 

機械事業（百万円） 1,353 545.4 

電子材料事業（百万円） 311 188.3 

その他の事業（百万円） 32 106.1 

合計（百万円） 3,315 179.5 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

化成品事業（百万円） 7,298 122.1 

機械事業（百万円） 3,251 136.7 

電子材料事業（百万円） 4,623 123.5 

その他の事業（百万円） 538 118.4 

合計（百万円） 15,712 125.1 



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、重要な変更はない。 

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ない。 

５【研究開発活動】 

 当社グループは主として化成品（燐酸及び燐酸二次塩類、水処理用凝集剤、電子工業向け高機能高純度薬剤、消

臭・抗菌剤）、機械（掘進機、破砕関連機械、粉砕関連機械、都市ごみ・産業廃棄物処理機械、精密機械加工、特殊

スクリーン）及び電子材料（シリコンウェハー再生、高純度無機素材、ＩＣ用塗布材）の事業を行っている。 

 研究開発対象分野としては、当社事業の多角性からエレクトロニクス、環境・リサイクル、高純度化・高付加価値

化等にまたがっている。複数の異分野の技術を持ち、異業種の組合せから多様な情報が得られるという、当社グルー

プの特色を生かした研究開発を展開していた。しかし近年、各分野の技術が高度に専門化して来たことなどから、各

事業部の独自性をより尊重する傾向となっている。 

 研究開発組織は、各事業部の開発テーマを尊重し意思決定の迅速化を図るため、従来設置していた本社の研究開発

部門を廃止し、各事業部の開発担当部門に集約した。今後は連結子会社を含め、各事業部の研究発表会等で相互に連

携を保ちつつ、効率的に研究開発活動を行う。事業部主体の研究開発体制となり、基礎・応用研究より商品開発によ

り重点が置かれている。 

 当連結会計年度は、半導体製造向け材料の開発、機械の高機能化等に注力した研究開発活動を主に行った。 

  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287百万円である。 

   また当中間連結会計期間における各事業部門別の研究開発活動の概要は次のとおりである。 

(1）化成品事業 

・エレクトロニクス向け高純度金属・塩類の開発 

・半導体ディバイス向け並びに液晶向けエッチング薬剤の開発 

・インターカレート技術による新抗菌剤・防菌剤の開発 

・汚染土壌からの有害物漏出防止技術の開発 

(2）機械事業 

・長距離掘削、曲線掘削、矩形掘削等に使用される掘進機の開発 

・老朽化した下水管の非開削更新技術の研究開発 

・環境リサイクル関連で使われる破砕機・粉砕機の高付加価値化並びにプラントの開発 

・液晶製造装置向け特殊部品の開発 

(3）電子材料事業 

・化合物半導体向け素材の研究開発 

・ナノ粒子の研究開発 

・次世代半導体ディバイスに使用される機能性薬剤の研究開発 



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ない。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当社グループの設備投資については、中期計画に基づいた生産計画、需要予測、利益に対する投資割合等を総合的

に勘案して計画している。 

（1）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についての重要な変更 

   該当事項はない。 

（2）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完了 

   該当事項はない。 

（3）当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画 

   その新設計画は次のとおりである。 

（注）１．具体的な着手及び完了予定については、再生ウェハーの需給動向を見極めながら、今後随時決定していく予

定である。 

２．上記金額には、消費税等は含んでいない。 

会社名 
事業所名 

所在地 

事業の種
類別セグ
メントの
名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達
方法 

着手及び完了予定
年月 

総額 
(百万円) 

既支払額
(百万円)

着手 完了 

当社 

三本木工場 

宮城県 

大崎市 
電子材料 基盤研磨加工 1,400 － 増資資金 

平成18年

11月 

平成19年

３月 

 当社 

三本木工場 

宮城県 

大崎市 
電子材料 基盤研磨加工 3,400 －  

増資資金 

自己資金 
未定（注） 



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】 

（注）平成18年９月29日開催の取締役会決議により、平成18年10月18日付で公募による9,000,000株の新株式発行及び平

成18年11月14日付で第三者割当による1,000,000株の新株式発行を行っている。 

(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はない。 

(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 200,000,000 

計 200,000,000 

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22日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 69,442,038 79,442,038 
東京証券取引所 

（市場第１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 69,442,038 79,442,038 － － 

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 
－ 69,442,038 － 6,230 － 3,516



(4）【大株主の状況】 

（注）１ 大株主は、平成18年９月30日現在の株主名簿に基づくものである。 

２ 株式会社みずほコーポレート銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社及びみずほ信託銀行株式会社から平成18年２月15日

付で提出された変更報告書により、平成18年１月31日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けているが、当社として平成18

年９月30日現在における株式会社みずほコーポレート銀行を除く２社の共同保有分の実質所有株式数の確認ができないので、上記大

株主の状況の同社の所有株式数に２社の共同保有分は含めていない。 

  なお、変更報告書の内容は以下のとおりである。 

   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 5,843 8.41 

株式会社みずほコーポレート銀行 

東京都中央区晴海１丁目８番12号 

晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟 

常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社 

2,507 3.61 

ステート ストリート バンク ア

ンド トラスト カンパニー 

505103 

（常任代理人 株式会社みずほコー

ポレート銀行） 

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 2,120 3.05 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 2,000 2.88 

朝日生命保険相互会社 

東京都中央区晴海１丁目８番12号 

晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟 

常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社 

2,000 2.88 

ステート ストリート バンク ア

ンド トラスト カンパニー 

505019 

（常任代理人 株式会社みずほコー

ポレート銀行） 

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 518 IFSC DUBLIN IRELAND 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
1,965 2.83 

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 1,958 2.82 

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 1,913 2.75 

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 

（常任代理人 モルガン・スタンレ

ー証券株式会社） 

25 Cabot Square,Canary Wharf,London E14 4QA England 

（東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号） 
1,794 2.58 

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１丁目13番２号 1,500 2.16 

計   23,603 33.99 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対する所
有株式数の割合(％) 

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 2,507 3.61 

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 21 0.03 

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１丁目２番１号 1,084 1.56 



   ３ モルガン・スタンレー証券株式会社から平成18年４月12日付で提出された大量保有報告書により、モルガン・スタンレー証券準備株

式会社、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、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・リミテッド及び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・エルは、平成18年３月31日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けているが、当社として平成18年９月30日現在に

おける実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。また、平成18年７月13日付で提出された変更報

告書により、モルガン・スタンレー証券準備株式会社は平成18年４月１日をもってモルガン・スタンレー証券株式会社に名称変更と

なっている。 

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりである。 

       

      ５ フィデリティ投信株式会社から平成18年８月４日付で提出された大量保有報告書により、平成18年７月31日現在で以下の株式を所有

している旨の報告を受けているが、当社として平成18年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の

状況には含めていない。 

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりである。 

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(％) 

 モルガン・スタンレー証券株式会社 
東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号 恵比寿ガーデン

プレイスタワー 
676 0.97 

 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 
 1585 Broadway, New York, NY 10036 1,035 1.49 

 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 

 25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA U.K. 1,313 1.89 

 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 

 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg 454 0.65 

   ４ ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド）から平成18年７月14日付で提出され

た変更報告書により、Goldman Sachs(Japan)Ltd.、Goldman Sachs International及びゴールドマン・サックス・アセット・マネジ

メント株式会社は、平成18年６月30日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けているが、当社として平成18年９月30日現在

における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。  

なお、変更報告書の内容は以下のとおりである。   

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（％） 

 Goldman Sachs(Japan)Ltd. 
英国領バージン・アイランド、トルトラ、ロード・タウン、

ロマスコ・プレイス、ウィックハムズ・ケイ１、私書箱3140
216 0.31 

 Goldman Sachs International Peterborough Court,133 Fleet Street,London EC4A 2BB UK 136 0.20 

 ゴールドマン・サックス・アセット・

マネジメント株式会社  
 東京都港区六本木６丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー  2,486 3.58 

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(％) 

フィデリティ投信株式会社 
東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラス

トタワー 
1,303 1.88 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が80,000株含まれている。 

 また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数80個が含まれている。 

②【自己株式等】 

（注）上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式が1,000株（議決権の数１個）あ

る。 

なお、当該株式数は上記①の「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれている。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものである。 

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、役員の異動はない。 

  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） 
（自己保有株式） 

普通株式    119,000 
－ 

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 68,732,000 68,732 同上 

単元未満株式 普通株式    591,038 － 同上 

発行済株式総数 69,442,038 － － 

総株主の議決権 － 68,732 － 

  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 

（％） 

（自己保有株式） 

ラサ工業株式会社 

東京都中央区京橋１

丁目１番１号 
119,000 － 119,000 0.17 

計 － 119,000 － 119,000 0.17 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 593 515 464 471 494 565 

最低（円） 468 447 382 361 395 455 



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いる。 

 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いる。 

(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いる。 

 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

作成している。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

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

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

月30日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けている。 



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   4,123   6,074   3,582  

２．受取手形及び売掛
金 

※４  7,408   9,296   7,781  

３．たな卸資産 ※１  3,641   4,244   3,939  

４．繰延税金資産   253   256   208  

５．その他   1,259   436   704  

貸倒引当金   △37   △12   △32  

流動資産合計   16,649 39.1  20,295 43.8  16,185 38.4 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 
※１ 
※３          

(1)建物及び構築物  12,634   13,239   12,632   

減価償却累計額  △6,297 6,337  △6,631 6,608  △6,434 6,198  

(2)機械装置及び運
搬具  23,717   25,888   24,196   

減価償却累計額  △16,725 6,991  △18,049 7,839  △17,487 6,709  

(3)工具器具備品  1,502   1,546   1,495   

減価償却累計額  △1,045 457  △1,051 494  △1,051 444  

(4)土地   5,254   5,246   5,254  

(5)建設仮勘定   522   820   595  

有形固定資産合計   19,564 45.9  21,009 45.3  19,202 45.5 

２．無形固定資産           

(1)借地権   929   929   929  

(2)その他   155   252   207  

無形固定資産合計   1,085 2.6  1,182 2.5  1,137 2.7 

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券 ※２  2,697   2,593   3,328  

(2)長期貸付金   1,337   109   1,327  

(3)繰延税金資産   260   272   54  

(4)その他   1,030   941   957  

貸倒引当金   △31   △31   △31  

投資その他の資産合
計   5,294 12.4  3,885 8.4  5,636 13.4 

固定資産合計   25,943 60.9  26,076 56.2  25,975 61.6 

資産合計   42,593 100.0  46,372 100.0  42,161 100.0 

           
 



  
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 

※４  3,958   5,439   4,177  

２．短期借入金 
※１ 
※２  10,271   10,747   10,452  

３．未払法人税等   343   469   130  

４．賞与引当金   483   459   412  

５．設備支払手形 ※４  2,180   1,054   636  

６．その他   2,484   2,489   1,847  

流動負債合計   19,721 46.3  20,659 44.5  17,658 41.9 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 
※１ 
※２  7,979   9,891   8,731  

２．退職給付引当金   1,164   1,305   1,284  

３．その他 ※１  1,307   1,267   1,227  

固定負債合計   10,451 24.5  12,464 26.9  11,244 26.7 

負債合計   30,172 70.8  33,124 71.4  28,903 68.6 

           
 



  
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
（％）

（少数株主持分）           

少数株主持分   － －  － －  － － 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   6,230 14.6  － －  6,230 14.8 

Ⅱ 資本剰余金   3,516 8.3  － －  3,516 8.3 

Ⅲ 利益剰余金   2,348 5.5  － －  2,811 6.7 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   349 0.8  － －  723 1.7 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △1 △0.0  － －  2 0.0 

Ⅵ 自己株式   △23 △0.0  － －  △27 △0.1 

資本合計   12,420 29.2  － －  13,258 31.4 

負債、少数株主持分
及び資本合計   42,593 100.0  － －  42,161 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本                  

１．資本金    － －  6,230 13.5  － － 

２．資本剰余金    － －  3,516 7.6  － － 

３．利益剰余金    － －  3,030 6.5  － － 

４．自己株式    － －  △30 △0.1  － － 

株主資本合計    － －  12,747 27.5  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１．その他有価証券評
価差額金 

   － －  485 1.1  － － 

２． 為替換算調整勘定    － －  14 0.0  － － 

評価・換算差額等合
計 

   － －  500 1.1  － － 

Ⅲ 少数株主持分    － －  － －  － － 

純資産合計    － －  13,248 28.6  － － 

負債純資産合計    － －  46,372 100.0  － － 

           



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   12,557 100.0  15,712 100.0  26,348 100.0 

Ⅱ 売上原価   9,130 72.7  11,503 73.2  19,229 73.0 

売上総利益   3,427 27.3  4,208 26.8  7,118 27.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  2,713 21.6  2,809 17.9  5,379 20.4 

営業利益   713 5.7  1,399 8.9  1,739 6.6 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  14   2   26   

２．受取配当金  18   28   30   

３．為替差益  16   20   44   

４．受取地代家賃  15   17   33   

５．その他  46 111 0.9 61 130 0.8 97 232 0.9 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  131   171   263   

２．固定資産除却損  －   29   －   

３．その他  59 191 1.6 82 283 1.8 144 407 1.6 

経常利益   633 5.0  1,246 7.9  1,564 5.9 

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産圧縮特別
勘定戻入額  240   －   243   

２．投資有価証券売却
益  214   －   214   

３．その他  16 471 3.8 － － － － 458 1.8 

Ⅶ 特別損失           

１．休止鉱山鉱害対策
費用  68   153   165   

２．減損損失 ※２ 95   13   95   

３．固定資産圧縮損   240   －   243   

４．役員退職慰労金  82   －   82   

５．固定資産除却損  －   37   －   

６．その他  12 498 4.0 － 205 1.3 42 629 2.4 

税金等調整前中間
(当期)純利益   606 4.8  1,040 6.6  1,393 5.3 

法人税、住民税及
び事業税  295   449   624   

法人税等調整額  △30 265 2.1 △21 428 2.7 △34 589 2.2 

中間(当期)純利益   340 2.7  612 3.9  804 3.1 

           



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     3,516   3,516 

Ⅱ 資本剰余金増加高           

  １．自己株式処分差益   0 0 0 0 

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    3,516   3,516 

            

（利益剰余金の部）           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     2,354   2,354 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

１．中間（当期）純利益   340 340 804 804 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

１．配当金   346 346 346 346 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    2,348   2,811 

            



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る。 

  株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日 残高（百万円） 6,230 3,516 2,811 △27 12,531 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当（注）     △346   △346 

  連結子会社増加に伴う剰余金の減少     △46   △46 

 中間純利益     612   612 

 自己株式の取得       △3 △3 

 自己株式の処分   0   0 0 

株主資本以外の項目の中間連結会計期
間中の変動額（純額） 

        － 

中間連結会計期間中の変動額合計     
（百万円） 

－ 0 219 △3 216 

平成18年９月30日 残高（百万円） 6,230 3,516 3,030 △30 12,747 

 評価・換算差額等 

少数株主 
持分 

純資産合計
 

その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 
         （百万円） 

723 2 726 － 13,258 

中間連結会計期間中の変動額         

 剰余金の配当（注）    －   △346 

  連結子会社増加に伴う剰余金
の減少 

   －   △46 

 中間純利益    －   612 

 自己株式の取得    －   △3 

  自己株式の処分     －   0 

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純
額） 

△237 12 △225 － △225 

中間連結会計期間中の変動額合
計        （百万円） 

△237 12 △225 － △9 

平成18年９月30日 残高 
       （百万円） 

485 14 500 － 13,248 



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 

 606 1,040 1,393 

減価償却費  833 1,193 2,014 

貸倒引当金の増減額  8 △19 6 

賞与引当金の増減額  38 46 △31 

退職給付引当金の増
減額 

 118 20 238 

受取利息及び受取配
当金 

 △33 △31 △57 

支払利息  131 171 263 

固定資産圧縮損  240 － 243 

投資有価証券売却益  △214 － △214 

固定資産減損損失  95 13 95 

売上債権の増減額  946 △1,141 572 

たな卸資産の増減額  △369 △243 △666 

仕入債務の増減額  △231 1,252 △12 

その他負債の増減額  △70 540 39 

その他  3 242 △225 

小計  2,103 3,086 3,659 

利息及び配当金の受
取額 

 31 31 57 

利息の支払額  △123 △162 △252 

法人税等の支払額  △1,001 △83 △1,502 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 1,009 2,871 1,961 

 



  
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 

 △2,201 △1,311 △5,099 

有形固定資産の売却
による収入 

 35 － 35 

投資有価証券の取得
による支出 

 △370 △0 △472 

投資有価証券の売却
による収入 

 422 8 423 

貸付けによる支出  △171 － △171 

その他  △101 △82 475 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △2,387 △1,385 △4,809 

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 

 1 △91 104 

長期借入れによる収
入 

 3,250 3,048 6,050 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △1,903 △1,740 △3,872 

配当金の支払額  △345 △347 △346 

その他  △3 △3 △7 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 1,000 865 1,927 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 6 4 7 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

 △371 2,356 △912 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 4,495 3,582 4,495 

Ⅶ  連結範囲の変更による
現金及び現金同等物の
増減額 

 － 128 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 4,123 6,067 3,582 

         



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 (1）連結子会社数    ６社 

 連結子会社名 ラサ晃栄㈱、

日本シーアールアイ㈱、㈱東北

ラサ機械製作所、ラサスティー

ル㈱、八坂貿易㈱及びRASA  

ELECTRONICS,INC. 

(1）連結子会社数    ７社 

 連結子会社名 ラサ晃栄㈱、

日本シーアールアイ㈱、㈱東北

ラサ機械製作所、ラサスティー

ル㈱、八坂貿易㈱、RASA  

ELECTRONICS,INC.及び理盛精密

科技股份有限公司 

 上記のうち、理盛精密科技股

份有限公司については、当中間

連結会計期間において重要性が

増加したことにより、連結の範

囲に含めている。 

(1）連結子会社数    ６社 

 連結子会社名 ラサ晃栄㈱、

日本シーアールアイ㈱、㈱東北

ラサ機械製作所、ラサスティー

ル㈱、八坂貿易㈱及びRASA  

ELECTRONICS,INC. 

 (2）非連結子会社 

 主要な非連結子会社は、理盛

精密科技股份有限公司である。 

 なお、非連結子会社は、いず

れも小規模であり、合計の総資

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、連

結の範囲から除外している。 

(2）非連結子会社 

 主要な非連結子会社は、ラサ

建設工業㈱である。 

 なお、非連結子会社は、いず

れも小規模であり、合計の総資

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、連

結の範囲から除外している。 

(2）非連結子会社 

 主要な非連結子会社は、理盛

精密科技股份有限公司である。  

  なお、非連結子会社は、いず

れも小規模であり、合計の総資

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、連結の

範囲から除外している。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法を適用している非連結

子会社及び関連会社はない。 

 持分法を適用していない非連結

子会社（理盛精密科技股份有限

公司他）及び関連会社（管周推

進技建㈱他）はそれぞれ、中間

連結純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲か

ら除外している。 

(1）持分法を適用している非連結

子会社及び関連会社はない。 

 持分法を適用していない非連結

子会社（ラサ建設工業㈱他）及

び関連会社（㈱関西塩酸センタ

ー他）はそれぞれ、中間連結純

損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外

している。 

(1）持分法を適用している非連結

子会社及び関連会社はない。 

 持分法を適用していない非連結

子会社（理盛精密科技股份有限

公司他）及び関連会社（管周推

進技建㈱他）はそれぞれ、当期

純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）

等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がない

ため持分法の適用範囲から除外

している。 

 (2）他の会社等の議決権の20％以

上、50％以下を自己の計算にお

いて所有しているにもかかわら

ず関連会社としなかった当該他

の会社等の名称等 

(2）   同      左 (2）   同      左 

 ミテジマ化学㈱   

  当社（子会社を含む）は、ミ

テジマ化学㈱についてはその議

決権の32％を所有しているが、

同族会社であるため関連会社と

していない。 

  

 



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 

 連結子会社のうち日本シーア

ールアイ㈱、RASA 

ELECTRONICS,INC.の中間決算日

は、６月30日である。 

 中間連結財務諸表の作成にあ

たって、上記会社については、

同中間決算日現在の中間財務諸

表を使用している。 

 ただし、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行って

いる。 

 連結子会社のうち日本シーア

ールアイ㈱、RASA 

ELECTRONICS,INC.、理盛精密科

技股份有限公司の中間決算日

は、６月30日である。 

 中間連結財務諸表の作成にあ

たって、上記会社については、

同中間決算日現在の中間財務諸

表を使用している。 

 ただし、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行って

いる。 

  

 連結子会社のうち日本シーア

ールアイ㈱、RASA ELECTRONICS,

INC．の決算日は、12月31日であ

る。 

 連結財務諸表の作成にあたっ

て、上記会社については、同決

算日現在の財務諸表を使用して

いる。 

 ただし、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い

る。 

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 

イ．有価証券 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

イ．有価証券 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

イ．有価証券 

 (a) 満期保有目的の債券 

…償却原価法(定額法) 

(a) 満期保有目的の債券 

同    左 

(a) 満期保有目的の債券 

同    左 

 (b) 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） 

(b) 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） 

(b) 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） 

 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 

 ロ．たな卸資産 

(a）製品・半製品・仕掛品 

…移動平均法による原

価法（ただし、機械

関係は主として個別

原価法） 

ロ．たな卸資産 

(a）製品・半製品・仕掛品 

同    左 

ロ．たな卸資産 

(a）製品・半製品・仕掛品 

同    左 

 (b）商品(販売用土地) 

…個別原価法 

(b）商品(販売用土地) 

同    左 

(b）商品（販売用土地） 

同    左 

 (c）原材料・貯蔵品 

…移動平均法による原

価法 

(c）原材料・貯蔵品 

同    左 

(c）原材料・貯蔵品 

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 

イ．有形固定資産 

 …定額法 

 ただし、当社の三本木工場

基板研磨加工設備第三、第四

及び第五工場棟（建物は除

く）並びに一部の連結子会社

は定率法である。 

 なお、主な資産の耐用年数

は以下のとおりである。 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

イ．有形固定資産 

 …定額法 

 ただし、当社の三本木工場

基板研磨加工設備第三、第四

及び第五工場棟（建物は除

く）並びに一部の連結子会社

は定率法である。 

 なお、主な資産の耐用年数

は以下のとおりである。 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

イ．有形固定資産 

 …定額法 

 ただし、当社の三本木工場

基板研磨加工設備第三、第四

及び第五工場棟（建物を除

く）及び一部の連結子会社は

定率法である。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりである。 

 建物及び構築物 ８～50年

機械装置及び運搬

具 
４～12年

建物及び構築物 ８～50年

機械装置及び運搬

具 
４～12年

建物及び構築物 ８～50年

機械装置及び運搬

具 
４～12年

 ロ．無形固定資産 

 定額法 

 なお、自社利用のソフトウ

エアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づく定額法 

ロ．無形固定資産 

同    左 

ロ．無形固定資産 

同    左 

 (3）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

 受取手形、売掛金等の債権

に対する貸倒による損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等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

ている。 

(3）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

同    左 

(3）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

同    左 

 ロ．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、将来

の支給見込額のうち、当中間

連結会計期間の負担額を計上

している。 

ロ．賞与引当金 

同    左 

ロ．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、将来

の支給見込額のうち、当連結

会計年度の負担額を計上して

いる。 

 



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） 

 ハ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上している。 

 なお、会計基準変更時差異

について、当社は15年による

按分額を費用処理し、連結子

会社は一括費用処理してい

る。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（15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にし

ている。 

ハ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上している。 

  ただし、適格退職年金制度

においては、年金資産見込額

が退職給付債務見込額に会計

基準変更時差異の未処理額及

び未認識数理計算上の差異を

加減した額を超過しており、

当該超過額１百万円を前払年

金費用として投資その他の資

産の「その他」に含めて計上

している。 

 なお、会計基準変更時差異

について、当社は15年による

按分額を費用処理し、連結子

会社は一括費用処理してい

る。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（15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にし

ている。 

ハ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

いる。 

 ただし、一部の連結子会社

については、期末自己都合要

支給額に基づき計上してい

る。 

 なお、会計基準変更時差異

については、当社は15年によ

る按分額を費用処理し、連結

子会社は一括費用処理してい

る。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（15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

度から費用処理している。 

 (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

っている。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同    左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同    左 

 (5）重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

 借入金の金利について金利

スワップを、外貨建貸付金に

ついては通貨スワップを実施

している。金利スワップにつ

いては特例処理の要件を満た

しているので特例処理をして

いる。また通貨スワップにつ

いては振当処理の要件を満た

しているので振当処理をして

いる。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

同    左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

同    左 

 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

＜ヘッジ手段＞ ＜ヘッジ対象＞ 

金利スワップ……借入金 

通貨スワップ……外貨建貸付金 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

同    左 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

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） 

 ハ．ヘッジ方針 

 金利リスクの低減並びに金

融収支改善のため対象債務の

範囲内で、また為替変動リス

クの低減のため対象債権の範

囲内でヘッジを行っている。 

ハ．ヘッジ方針 

同    左 

ハ．ヘッジ方針 

同    左 

 ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては特

例処理の要件を満たしてお

り、また通貨スワップについ

ては振当処理の要件を満たし

ているのでヘッジの有効性の

判定は省略している。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

同    左 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

同    左 

 (6）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜

方式によっている。 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

同    左 

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

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 

 手許現金、随時引出可能な預

金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっている。 

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、随時引出可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっている。 



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 

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） 

固定資産の減損に係る会

計基準 

 当中間連結会計期間から「固

定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用して

いる。これにより、税金等調整

前中間純利益は95百万円減少し

ている。 

 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

表規則に基づき各資産の金額か

ら直接控除している。 

─────  当連結会計年度から「固定資

産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企

業会計審議会 平成14年８月９

日)）及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）を適用してい

る。これにより、税金等調整前

当期純利益は95百万円減少して

いる。 

  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

則に基づき各資産の金額から直

接控除している。 

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）を適用している。 

 これまでの資本の部の合計に

相当する金額は13,248百万円で

ある。 

 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

より作成している。 

───── 



表示方法の変更 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間連結貸借対照表関係） 

繰延税金負債 

 前中間連結会計期間末まで区分掲記していた流動負債

の「繰延税金負債」（当中間連結会計期間０百万円）

は、負債、少数株主持分及び資本の合計額の百分の五以

下であり、重要性がないため、流動負債の「その他」に

含めて表示することに変更した。 

（中間連結貸借対照表関係） 

───── 

  

（中間連結損益計算書関係） 

───── 

  

（中間連結損益計算書関係） 

固定資産除却損 

 前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に含

めて表示していた「固定資産除却損」（前中間連結会計

期間７百万円）は、営業外費用の合計額の百分の十を超

えることとなったため、当中間連結会計期間より区分掲

記することに変更した。 

 前中間連結会計期間まで特別損失の「その他」に含め

て表示していた「固定資産除却損」（前中間連結会計期

間12百万円）は、特別損失の合計額の百分の十を超える

こととなったため、当中間連結会計期間より区分掲記す

ることに変更した。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

固定資産除却損 

 前中間連結会計期間において区分掲記していた営業活

動によるキャッシュ・フローの「固定資産除却損」（当

中間連結会計期間19百万円）は、金額的重要性が乏しく

なったため「その他」に含めて表示することに変更し

た。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

───── 

  



追加情報 

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） 

役員退職慰労金 

 当社は、平成16年６月29日開催の取締役

会において、役員退職慰労金制度を平成15

年６月27日に遡り廃止することを決議し、

制度廃止日までの在任期間に対応する役員

退職慰労金について、平成17年６月29日開

催の定時株主総会において、打ち切り支給

の議案が決議された。 

 なお、打ち切り支給額の未払分（55百万

円）については、固定負債の「その他」に

含めて表示している。 

───── 

  

  

１．圧縮記帳関係 

 当社は九州新幹線建設用地として、平成

16年４月１日に独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構と土地売却並びに物件

移転補償に関する契約を締結し移転手続き

を行った。 

 また、当社の連結子会社ラサスティール

は、この件に関し同機構と物件移転補償に

関する契約を同日締結し、移転手続きを行

った。 

  これに伴い、以下の会計処理を行ってい

る。 

  今期取得予定の固定資産の圧縮記帳のた

めに前連結会計年度に繰入れた固定資産圧

縮特別勘定(流動負債) 243百万円を戻し入

れ、同額を圧縮記帳している。 

   なお、圧縮記帳額の内訳は下記のとおり

である。 

  構築物 14百万円

機械装置及び運搬具 226 

工具器具備品 2 

合計 243 

  ２．役員退職慰労金 

  当社は、平成16年６月29日開催の取締役

会において、役員退職慰労金制度を平成15

年６月27日に遡り廃止することを決議し、

制度廃止日までの在任期間に対応する役員

退職慰労金について、平成17年６月29日開

催の定時株主総会において、打ち切り支給

の議案が決議された。 

  なお、打ち切り支給額の未払分（55百万

円）については、流動負債の「その他（45

百万円）」及び固定負債の「その他（10百

万円）」として表示している。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

注(1) 注(1) 注(1) 

※１ このうち、 ※１ このうち、 ※１ このうち、 

建物及び構築物 3,240百万円

機械装置及び運搬

具 
5,694 

工具器具備品 396 

土地 1,928 

たな卸資産 

(販売用不動産) 
88 

計 11,349 

建物及び構築物      3,029百万円

機械装置及び運搬

具 
5,939 

工具器具備品 364 

土地 1,928 

たな卸資産 

(販売用不動産) 
88 

計 11,350 

建物及び構築物 3,121百万円

機械装置及び運搬

具 
5,377 

工具器具備品 388 

土地 1,928 

たな卸資産 

(販売用不動産) 
88 

計 10,904 

は財団を設定し、下記債務の担保に供し

ている。 

は財団を設定し、下記債務の担保に供し

ている。 

は財団を設定し、下記債務の担保に供し

ている。 

長期借入金 2,415百万円

短期借入金 2,608 

長期借入金      474百万円

短期借入金 1,941 

長期借入金 1,332百万円

短期借入金 2,387 

(１年内返済予定の長期借入金を含む) (１年内返済予定の長期借入金を含む) (１年内返済予定の長期借入金を含む) 

 また、財団外の土地219百万円、建物 

798百万円は下記債務の担保に供してい

る。 

 また、財団外の土地219百万円、建物 

762百万円は下記債務の担保に供してい

る。 

 また、財団外の土地219百万円、建物

779百万円は下記債務の担保に供してい

る。 

長期借入金 15百万円

短期借入金 19 

   

 短期借入金 15百万円

長期借入金   5百万円

短期借入金 19 

(１年内返済予定の長期借入金を含む) (１年内返済予定の長期借入金を含む) (１年内返済予定の長期借入金を含む) 

固定負債・その他 1,230 流動負債・その他 90 

固定負債・その他 1,140 

流動負債・その他 41 

固定負債・その他 1,189 

※２ 投資有価証券のうち、410百万円は下

記債務の担保に供している。 

※２ 投資有価証券のうち、192百万円は下

記債務の担保に供している。 

※２ 投資有価証券のうち、222百万円は下

記債務の担保に供している。 

長期借入金 6百万円

短期借入金 27 

短期借入金  6百万円

    

長期借入金 2百万円

短期借入金 7 

(１年内返済予定の長期借入金を含む) (１年内返済予定の長期借入金を含む) (１年内返済予定の長期借入金を含む) 

※３ 固定資産について直接減額した圧縮記

帳額は下記のとおりである。 

※３           ───── ※３            ───── 

建物及び構築物 14百万円

機械装置及び運搬

具 
223 

工具器具備品 2 

合計 240 

  

※４            ───── ※４ 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしている。なお、当中間連結会

計期間の末日は金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期間末日満期手

形が中間連結会計期間末残高に含まれて

いる。 

※４            ───── 

 受取手形 458百万円

支払手形 391 

 

 



前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

注(2） 保証債務 注(2） 保証債務 注(2）保証債務 

 連結会社以外の関係会社の借入金に対し、

債務保証を下記のとおり行っている。 

─────  関係会社の借入金に対し債務保証を下記の

とおり行っている。 

理盛精密科技股份

有限公司 

205百万円

計 205 

     

    

理盛精密科技股份

有限公司 

868百万円

計 868 

注(3） 受取手形割引高 209百万円 注(3） 受取手形割引高    285百万円 注(3）受取手形割引高    171百万円

注(4) 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため、主要取引３行と貸出コミッ

トメント契約を締結している。 

 この契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりで

ある。 

注(4) 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため、主要取引３行と貸出コミッ

トメント契約を締結している。 

 この契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりで

ある。 

注(4) 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため、主要取引３行と貸出コミッ

トメント契約を締結している。 

  この契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりであ

る。 

貸出コミットメン

トの総額 
3,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 3,000 

貸出コミットメン

トの総額 
     3,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 3,000 

貸出コミットメン

トの総額 
3,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 3,000 



（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） 

注(1） 注(1） 注(1) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりである。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりである。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりである。 

出荷費運賃 915百万円

給料諸手当 375 

貸倒引当金繰入額 22 

賞与引当金繰入額 142 

退職給付費用 159 

旅費・交通費 97 

研究開発費 255 

減価償却費 62 

不動産賃借料 113 

出荷費運賃 1,025百万円

給料諸手当 356 

賞与引当金繰入額 123 

研究開発費 287 

出荷費・運賃 1,867百万円

給料諸手当 835 

貸倒引当金繰入額 17 

賞与引当金繰入額 116 

退職給付費用 316 

旅費・交通費 209 

研究開発費 518 

減価償却費 120 

不動産賃借料 227 

※２ 減損損失 ※２ 減損損失 ※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グループについ

て減損損失を計上した。 

   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グループについ

て減損損失を計上した。 

  当連結会計年度において、当社グル

ープは以下の資産グループについて減

損損失を計上した。 

場所 用途 種類 

岩手県宮古市 遊休資産 土地 

宮城県刈田郡 遊休資産 土地 

場所 用途 種類 

岩手県宮古市 遊休資産 土地 

宮城県刈田郡 遊休資産 土地 

場所 用途 種類 

岩手県宮古市 遊休資産 土地 

宮城県刈田郡 遊休資産 土地 

   当社グループは、事業の種類を基礎

とし、賃貸用資産及び遊休資産につい

ては個別にグルーピングしている。 

   このうち、時価が下落した遊休資産

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（95百

万円）として、特別損失に計上した。 

   なお、当該資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定してお

り、時価については原則として不動産

鑑定評価額に基づき算定している。 

   当社グループは、事業の種類を基礎

とし、賃貸用資産及び遊休資産につい

ては個別にグルーピングしている。 

   このうち、時価が下落した遊休資産

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（13百

万円）として、特別損失に計上した。 

   なお、当該資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定してお

り、時価については原則として不動産

鑑定評価額に基づき算定している。 

  当社グループは、事業の種類を基礎

とし、賃貸用資産及び遊休資産につい

ては個別にグルーピングしている。 

  このうち、時価が下落した遊休資産

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（95百

万円）として、特別損失に計上した。 

  なお、当該資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定してお

り、時価については原則として不動産

鑑定評価額に基づき算定している。 



（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株式数の増加 7,848株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

普通株式の自己株式の株式数の減少   895株は、単元未満株式の売渡請求による減少である。 

２．配当に関する事項 

配当金支払額 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

 発行済株式     

   普通株式  69,442,038 － － 69,442,038 

 自己株式         

   普通株式（注） 112,446 7,848 895 119,399 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 346 5  平成18年３月31日  平成18年６月29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 

現金及び預金勘定 4,123百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
－ 

現金及び現金同等物 4,123 

現金及び預金勘定 6,074百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△6 

現金及び現金同等物 6,067 

現金及び預金勘定 3,582百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
－ 

現金及び現金同等物 3,582 



（リース取引関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 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 

 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 

 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) 

機械装置及
び運搬具 

1,901 238 1,662 

工具器具備
品 

278 86 191 

合計 2,179 325 1,854 

 
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)

機械装置及
び運搬具 

1,891 493 1,398 

工具器具備
品 

207 56 150 

合計 2,099 550 1,548 

 
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)

機械装置及
び運搬具 

1,891 342 1,548 

工具器具備
品 

184 56 127 

合計 2,075 399 1,676 

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 495百万円

１年超 1,046 

合計 1,542 

１年内    361百万円

１年超 609 

合計 970 

１年内 409百万円

１年超 810 

合計 1,219 

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、支払利息相当額

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、支払利息相当額

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、支払利息相当額

及び減損損失 

支払リース料 285百万円

減価償却費相当額 177 

支払利息相当額 12 

支払リース料    207百万円

減価償却費相当額 163 

支払利息相当額 8 

支払リース料 580百万円

減価償却費相当額 338 

支払利息相当額 22 

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（残価保証の取決めがある場合は残価保

証額）とする定額法によっている。 

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 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によってい

る。 

５．利息相当額の算定方法 

同    左 

５．利息相当額の算定方法 

同    左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はな

い。 

（減損損失について） 

同    左 

（減損損失について） 

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） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

（注） 満期保有目的の債券で時価のあるものの国債・地方債等には中間連結貸借対照表の「３．投資その他の資産(4)

その他」に計上されている保証差入有価証券（60百万円）が含まれている。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1)国債・地方債等 109 108 △1 

(2)その他 － － － 

合計 109 108 △1 

 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 963 1,553 589 

(2)その他 － － － 

合計 963 1,553 589 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 666 



当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1)国債・地方債等 49 47 △2 

(2)その他 － － － 

合計 49 47 △2 

 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 1,174 1,993 819 

(2)その他 － － － 

合計 1,174 1,993 819 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 456 



前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

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) 

当社グループはデリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はない。 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

当社グループはデリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はない。 

前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

当社グループはデリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はない。 

 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

(1)国債・地方債等 49 47 △2 

(2)その他 － － － 

合計 49 47 △2 

 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 1,174 2,394 1,220 

(2)その他 － － － 

合計 1,174 2,394 1,220 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 456 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分している。 

２．各区分に属する主要な製品 

 
化成品事業 
（百万円） 

機械事業 
（百万円） 

電子材料事
業 
（百万円） 

その他の事
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 5,978 2,378 3,744 455 12,557 － 12,557 

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
35 2 0 26 64 (64) － 

計 6,014 2,381 3,744 481 12,621 (64) 12,557 

営業費用 5,844 2,518 3,279 270 11,912 (68) 11,844 

営業利益又は営業損失（△） 170 △137 465 211 709 3 713 

部門別 主な製品及び事業 

化成品事業 
燐酸・燐酸二次塩類、水処理用凝集剤、電子工業向け高機能高純度薬剤、消臭・抗

菌剤 

機械事業 
掘進機、破砕関連機械、鋳鋼製品、都市ごみ・産業廃棄物処理機械、精密機械加

工、特殊スクリーン 

電子材料事業 シリコンウェハー再生、高純度無機素材、ＩＣ用塗布材 

その他の事業 石油精製用触媒再生、不動産の売買・賃貸、生活関連品等の売買 



当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分している。 

２．各区分に属する主要な製品 

 
化成品事業 
（百万円） 

機械事業 
（百万円） 

電子材料事
業 
（百万円） 

その他の事
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 7,298 3,251 4,623 538 15,712 － 15,712 

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
33 7 0 22 63 (63) － 

計 7,331 3,258 4,623 561 15,775 (63) 15,712 

営業費用 6,783 3,218 4,103 275 14,380 (67) 14,313 

営業利益又は営業損失（△） 547 40 520 286 1,395 3 1,399 

部門別 主な製品及び事業 

化成品事業 
燐酸・燐酸二次塩類、水処理用凝集剤、電子工業向け高機能高純度薬剤、消臭・抗

菌剤 

機械事業 
掘進機、破砕関連機械、鋳鋼製品、都市ごみ・産業廃棄物処理機械、精密機械加

工、特殊スクリーン 

電子材料事業 シリコンウェハー再生、高純度無機素材、ＩＣ用塗布材 

その他の事業 石油精製用触媒再生、不動産の売買・賃貸、生活関連品等の売買 



前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分している。 

２．各区分に属する主要な製品 

【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） 

 本邦の売上高は、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、所在地別セグメント情報

の記載を省略している。 

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） 

 本邦の売上高は、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、所在地別セグメント情報

の記載を省略している。 

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、所在地別セグメント情報

の記載を省略している。 

 
化成品事業 
（百万円） 

機械事業 
（百万円） 

電子材料事
業 
（百万円） 

その他の事
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 12,128 5,074 8,164 980 26,348 － 26,348 

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
76 3 0 53 133 (133) － 

計 12,205 5,078 8,164 1,033 26,481 (133) 26,348 

営業費用 11,749 5,243 7,207 550 24,751 (142) 24,609 

営業利益又は営業損失（△） 455 △165 956 483 1,729 9 1,739 

部門別 主な製品及び事業 

化成品事業 
燐酸・燐酸二次塩類、水処理用凝集剤、電子工業向け高機能高純度薬剤、消臭・抗

菌剤 

機械事業 
掘進機、破砕関連機械、鋳鋼製品、都市ごみ・産業廃棄物処理機械、精密機械加

工、特殊スクリーン 

電子材料事業 シリコンウェハー再生、高純度無機素材、ＩＣ用塗布材 

その他の事業 石油精製用触媒再生、不動産の売買・賃貸、生活関連品等の売買 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．国又は地域区分の方法 

地理的近接度により区分している。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア：東アジア及び東南アジア諸国 

欧 米：ヨーロッパ諸国、米国 

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る。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．国又は地域区分の方法 

地理的近接度により区分している。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア：東アジア及び東南アジア諸国 

欧 米：ヨーロッパ諸国、米国 

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る。 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．国又は地域区分の方法 

地理的近接度により区分している。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア：東アジア及び東南アジア諸国 

欧米：ヨーロッパ諸国、米国 

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る。 

 アジア 欧 米 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,197 942 2,139 

Ⅱ 連結売上高（百万円）   12,557 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 9.5 7.5 17.0 

 アジア 欧 米 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,005 1,245 3,251 

Ⅱ 連結売上高（百万円）   15,712 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.8 7.9 20.7 

 アジア 欧 米 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,665 2,116 4,781 

Ⅱ 連結売上高（百万円）   26,348 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 10.1 8.0 18.1 



（１株当たり情報） 

 （注）1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりである。 

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 179円13銭

１株当たり中間純利益

金額 
4円91銭

１株当たり純資産額 191円11銭

１株当たり中間純利益

金額 
8円83銭

１株当たり純資産額 191円24銭

１株当たり当期純利益

金額 
11円60銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため、記載していな

い。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため、記載していな

い。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため、記載していな

い。 

 
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）純利益金額    

  中間（当期）純利益（百万円） 340 612 804 

  普通株主に帰属しない金額 

 （百万円） 
－ － － 

  普通株式に係る中間（当期）純利 

  益（百万円） 
340 612 804 

  期中平均株式数（千株） 69,343 69,327 69,338 



（重要な後発事象） 

(2）【その他】 

 該当事項はない。 

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） 

────── （新株式発行及び株式売出しについて） 

 当社は平成18年９月29日開催の取締役会

において、新株式発行に関して決議し、平

成18年10月18日を払込期日とする公募増資

（一般募集）を行った。その概要は次のと

おりである。 

１．発行する株式  普通株式 9,000,000株 

の種類及び数 

２．発行価額       １株につき442.44円 

３．発行価額総額           3,981百万円 

４．資本組入総額           1,990百万円 

５．資金の使途      全額設備資金に充当 

  

  また、当社は平成18年９月29日開催の取

締役会の決議に基づき、オーバーアロット

メントによる当社株式の売出しに関連す

る、平成18年11月14日を払込期日とする第

三者割当増資を行った。その概要は次のと

おりである。 

１．発行する株式 普通株式 1,000,000株 

の種類及び数 

２．発行価額       １株につき442.44円 

３．発行価額総額             442百万円 

４．資本組入総額             221百万円 

５．割当先及   大和証券エスエムビーシ 

び株式数   ー株式会社 1,000,000株 

６．資金の使途     全額設備資金に充当 

────── 

────── （塩化第二鉄のコプラナーＰＣＢ混入につ

いて） 

 当社が水処理凝集剤として販売している

塩化第二鉄を使用したユーザーの放流水

に、環境省より平成18年11月13日付にて、

コプラナーＰＣＢが混入していたとの発表

があった。 

 当該製品を使用した放流水中のコプラナ

ーＰＣＢの濃度は、法律・規制の範囲内で

はあったが、ただちに当社は出荷を停止、

取引先に対し使用中止を要請し、大阪工場

から出荷済みの取引先在庫についての自主

回収を実施した。 

 併せて原因究明を進め、再発防止のため

の体制を整備し安全確認のうえ平成18年12

月８日より販売を再開した。 

 なお、製品回収費用、分析費用、処理費

用等による当連結会計年度の影響額は100百

万円程度と見積もっている。影響額につい

ては平成18年12月22日現在の見積もりであ

り、今後の状況変化により見直す可能性が

ある。 

────── 



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  3,886   5,436   3,369   

２．受取手形 ※５ 2,032   2,442   2,060   

３．売掛金  4,926   5,863   5,057   

４．たな卸資産 ※１ 3,337   3,814   3,574   

５．繰延税金資産  247   241   202   

６．その他  1,657   707   930   

貸倒引当金  △37   △16   △32   

流動資産合計   16,050 38.6  18,489 42.2  15,162 37.2 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 
※１ 
※２ 
※３ 

         

(1）建物  5,266   5,042   5,143   

(2) 機械及び装置  6,751   6,914   6,470   

(3）土地  4,901   4,842   4,901   

(4）建設仮勘定  518   232   595   

(5）その他  1,442   1,415   1,414   

有形固定資産合計   18,881   18,447   18,525  

２．無形固定資産   1,083   1,179   1,134  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※１ 3,010   3,232   3,641   

(2）繰延税金資産  260   230   54   

(3）その他  2,318   2,222   2,238   

貸倒引当金  △26   △28   △28   

投資その他の資産
合計   5,564   5,657   5,906  

固定資産合計   25,528 61.4  25,283 57.8  25,566 62.8 

資産合計   41,579 100.0  43,773 100.0  40,729 100.0 

                  

 



  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形 ※５ 1,925   2,884   1,797   

２．買掛金  2,049   2,386   2,268   

３．短期借入金 ※１ 9,748   9,831   9,702   

４．未払法人税等  338   424   118   

５．賞与引当金  463   437   393   

６．設備支払手形 ※５ 2,168   1,054   632   

７．その他 ※４ 2,433   2,338   1,797   

流動負債合計   19,127 46.0  19,355 44.2  16,710 41.0 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※１ 7,654   8,923   8,366   

２．退職給付引当金  1,130   1,271   1,249   

３．預り敷金 ※１ 258   258   258   

４．預り保証金 ※１ 999   914   963   

５．長期未払金  55   10   10   

固定負債合計   10,099 24.3  11,379 26.0  10,849 26.7 

負債合計   29,226 70.3  30,734 70.2  27,560 67.7 

           
 



  
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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   6,230 15.0  － －  6,230 15.3 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  3,516   －   3,516   

２．その他資本剰余金  0   －   0   

資本剰余金合計   3,516 8.5  － －  3,516 8.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  447   －   447   

２．任意積立金  903   －   903   

３．中間（当期）未処
分利益  936   －   1,383   

利益剰余金合計   2,287 5.5  － －  2,734 6.7 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   340 0.8  － －  714 1.8 

Ⅴ 自己株式   △23 △0.1  － －  △27 △0.1 

資本合計   12,352 29.7  － －  13,169 32.3 

負債資本合計   41,579 100.0  － －  40,729 100.0 

           

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                  

１．資本金    － －  6,230 14.2  － － 

２．資本剰余金            

(1）資本準備金   －   3,516   －   

(2）その他資本剰余
金 

  －   0   －   

資本剰余金合計    － －  3,516 8.0  － － 

３．利益剰余金            

(1）利益準備金   －   447   －   

(2）その他利益剰余
金 

              

固定資産圧縮積
立金  

  －   26   －   

特別償却準備
金  

  －   35   －   

別途積立金   －   1,407   －   

繰越利益剰余金   －   927   －   

利益剰余金合計    － －  2,844 6.5  － － 

４．自己株式    － －  △30 △0.0  － － 

株主資本合計    － －  12,561 28.7  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１．その他有価証券
評価差額金 

   － －  476 1.1  － － 

評価・換算差額等合
計 

   － －  476 1.1  － － 

純資産合計    － －  13,038 29.8  － － 

負債純資産合計    － －  43,773 100.0  － － 

           



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   11,606 100.0  14,012 100.0  24,257 100.0 

Ⅱ 売上原価   8,430 72.6  10,294 73.5  17,721 73.1 

売上総利益   3,175 27.4  3,717 26.5  6,535 26.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   2,490 21.5  2,539 18.1  4,948 20.4 

営業利益   685 5.9  1,178 8.4  1,587 6.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１  102 0.9  119 0.9  257 1.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  179 1.6  237 1.7  375 1.5 

経常利益   607 5.2  1,061 7.6  1,469 6.1 

Ⅵ 特別利益 ※３  376 3.3  － －  376 1.6 

Ⅶ 特別損失 ※４  417 3.6  255 1.8  545 2.3 

税引前中間(当期)
純利益   565 4.9  805 5.8  1,299 5.4 

法人税、住民税及
び事業税  282   401   574   

法人税等調整額  △34 247 2.1 △51 349 2.5 △40 533 2.2 

中間(当期)純利益   318 2.8  456 3.3  765 3.2 

前期繰越利益   618   －   618  

中間(当期)未処分
利益   936   －   1,383  



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 

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 

固定資産

圧縮 

積立金 

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 

       （百万円） 
6,230 3,516 0 3,516 447 27 68 807 1,383 2,734 △27 12,454 

中間会計期間中の変動額             

  固定資産圧縮積立金の 

  取崩（注） 
      －   △0     0 －   － 

  特別償却準備金の取崩

（注） 
      －     △32   32 －   － 

  別途積立金の積立（注）       －     600 △600 －   － 

  剰余金の配当（注）       －         △346 △346   △346 

  中間純利益       －         456 456   456 

   自己株式の取得       －           － △3 △3 

  自己株式の処分     0 0           － 0 0 

  株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

      －           －   － 

 中間会計期間中の変動額合

計      （百万円） 
－ － 0 0 － △0 △32 600 △456 110 △3 106 

 平成18年９月30日 残高 

       （百万円） 
6,230 3,516 0 3,516 447 26 35 1,407 927 2,844 △30 12,561 

（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る。 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年３月31日 残高    （百万円） 714 714 13,169 

中間会計期間中の変動額    

固定資産圧縮積立金の取崩（注）   － － 

特別償却準備金の取崩（注）   － － 

別途積立金の積立（注）   － － 

剰余金の配当（注）   － △346 

中間純利益   － 456 

自己株式の取得   － △3 

自己株式の処分   － 0 

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額） 
△237 △237 △237 

中間会計期間中の変動額合計（百万円） △237 △237 △130 

平成18年９月30日 残高    （百万円） 476 476 13,038 



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 

満期保有目的債券 

…償却原価法（定額法） 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

同    左 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

同    左 

 子会社株式及び関連会社株式 

…移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同    左 

子会社株式及び関連会社株式 

同    左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格

等に基づく時価法 

(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格

等に基づく時価法 

(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…決算日の市場価格等に

基づく時価法 

(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定) 

 時価のないもの 

…移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同    左 

時価のないもの 

同    左 

 (2）たな卸資産 

製品、半製品及び仕掛品 

…移動平均法による原価法 

（ただし、機械関係は 

主として個別原価法） 

(2）たな卸資産 

製品、半製品及び仕掛品 

同    左 

(2）たな卸資産 

製品、半製品及び仕掛品 

同    左 

 原材料・貯蔵品 

…移動平均法による原価法 

原材料・貯蔵品 

同    左 

原材料・貯蔵品 

同    左 

 商品（販売用土地） 

…個別原価法 

商品（販売用土地） 

同    左 

商品（販売用土地） 

同    左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

…定額法 

 ただし、三本木工場基板研

磨加工設備第三、第四及び第

五工場棟（建物を除く）は、

定率法である。 

 また、主な資産の耐用年数

は以下のとおりである。 

建    物  20～39年 

機械及び装置   7～12年 

(1）有形固定資産 

…定額法 

 ただし、三本木工場基板研

磨加工設備第三、第四及び第

五工場棟（建物を除く）は、

定率法である。 

 また、主な資産の耐用年数

は以下のとおりである。 

建    物  20～39年 

機械及び装置   7～12年 

(1）有形固定資産 

…定額法 

 ただし、三本木工場基板研

磨加工設備第三、第四及び第

五工場棟(建物を除く)は、定

率法 

  また、主な耐用年数は以下

のとおりである。 

建    物  20～39年 

機械及び装置   7～12年 

 (2）無形固定資産 

…定額法 

 なお、自社利用のソフトウ

エアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づ

く定額法 

(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 

 受取手形、売掛金等の債権に

対する貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等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

見込額を計上している。 

(1）貸倒引当金 

同    左 

(1）貸倒引当金 

同    左 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当中間期の負担

額を計上している。 

(2）賞与引当金 

同    左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当期の負担額を

計上している。 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間期末において

発生していると認められる額を

計上している。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理している。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（15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

とにしている。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間期末において

発生していると認められる額を

計上している。 

  ただし、適格退職年金制度に

おいては、年金資産見込額が退

職給付債務見込額に会計基準変

更時差異の未処理額及び未認識

数理計算上の差異を加減した額

を超過しており、当該超過額１

百万円を前払年金費用として投

資その他の資産の「その他」に

含めて計上している。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理している。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（15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

とにしている。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き計上している。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理している。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(15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

にしている。 

 



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．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いる。 

同    左 同    左 

５．重要なヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 借入金の金利について金利ス

ワップを、外貨建貸付金につい

て通貨スワップを実施してい

る。金利スワップについては特

例処理の要件を満たしているの

で特例処理をしている。また通

貨スワップについては振当処理

の要件を満たしているので振当

処理をしている。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同    左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同    左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

<ヘッジ手段>  <ヘッジ対象> 

金利スワップ……借入金 

通貨スワップ……外貨建貸付金 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同    左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同    左 

 (3）ヘッジ方針 

 金利リスクの低減並びに金融

収支改善のため対象債務の範囲

内で、また為替変動リスクの低

減のため対象債権の範囲内でヘ

ッジを行っている。 

(3）ヘッジ方針 

同    左 

(3）ヘッジ方針 

同    左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては特例

処理の要件を満たしており、ま

た通貨スワップについては振当

処理の要件を満たしているので

ヘッジの有効性の判定は省略し

ている。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同    左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同    左 

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）消費税等の会計処理方法 

  消費税等の会計処理は、税抜

方式によっている。 

(1）消費税等の会計処理方法 

同     左 

(1）消費税等の会計処理方法 

同    左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

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） 

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」（企業会計基準適用

指針第６号平成15年10月31日）を

適用している。これにより、税引

前中間純利益は105百万円減少し

ている。 

 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

に基づき各資産の金額から直接控

除している。 

─────   当期から「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

業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）を適用している。

これにより、税引前当期純利益は

105百万円減少している。 

  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

づき各資産の金額から直接控除し

ている。 

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）を適用している。 

  これまでの資本の部の合計に相

当する金額は13,038百万円であ

る。 

  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いる。 

───── 



表示方法の変更 

追加情報 

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） 

（中間貸借対照表関係） 

繰延税金資産 

 前中間会計期間末まで流動資産の「その他」に含めて

表示していた「繰延税金資産」（前中間会計期間末210百

万円）は、当中間会計期間末より明瞭表示のため区分掲

記することに変更した。 

（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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

役員退職慰労金 

 平成16年６月29日開催の取締役会におい

て、役員退職慰労金制度を平成15年６月27日

に遡り廃止することを決議し、制度廃止日ま

での在任期間に対応する役員退職慰労金につ

いて、平成17年６月29日開催の定時株主総会

において、打ち切り支給の議案が決議され

た。 

 なお、打ち切り支給額の未払分（55百万

円）については、固定負債の「長期未払金」

として表示している。 

───── １．圧縮記帳関係 

  当社は九州新幹線建設用地として、平成

16年４月１日に独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構と土地売却並びに物件

移転補償に関する契約を締結し移転手続き

を行った。 

  これに伴い、以下の会計処理を行ってい

る。 

 今期取得予定の固定資産の圧縮記帳のた

めに前事業年度に繰入れた固定資産圧縮特

別勘定(流動負債) 162百万円を戻し入

れ、同額を圧縮記帳している。  

   なお、圧縮記帳額の内訳は下記のとおり

である。  

  構築物 14百万円

機械及び装置 144 

車両及び運搬具 1 

工具器具備品 2 

合計 162 

  ２．役員退職慰労金 

  当社は、平成16年６月29日開催の取締役

会において、役員退職慰労金制度を平成15

年６月27日に遡り廃止することを決議し、

制度廃止日までの在任期間に対応する役員

退職慰労金について、平成17年６月29日開

催の定時株主総会において、打ち切り支給

の議案が決議された。 

 なお、打ち切り支給額の未払分（55百万

円）については、流動負債の「その他（45

百万円）」及び固定負債の「その他（10百

万円）」として表示している。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 

（平成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） 

注(1）    
※１ 担保資産    

財団組成のたな卸資

産（販売用不動産） 
 88百万円    88百万円    88百万円

財団組成の有形固定

資産 
   

建物 

機械及び装置 

土地 

その他 

計 

2,658百万円

5,690 

1,928 

983 

11,261 

     2,471百万円

5,935 

1,928 

927 

11,262 

     2,546百万円

5,373 

1,928 

968 

10,816 

その他の有形固定資

産 
   

建物 790百万円    754百万円    772百万円

投資有価証券 

合計 

 410 

 12,550 

 192 

 12,297 

 222 

 11,900 

上記資産を下記債務

の担保に供してい

る。 

   

短期借入金 

その他(流動負債) 

長期借入金 

預り敷金 

預り保証金 

計 

 2,635百万円

 － 

 2,421 

 246 

 984 

 6,288 

      1,947百万円

 90 

 474 

 246 

 894 

 3,652 

      2,394百万円

 41 

 1,334 

 246 

 943 

 4,960 

※２ 圧縮記帳  固定資産について直接減額し

た圧縮記帳額は下記のとおりで

ある。 

───── ───── 

 機械及び装置 144百万円

その他 18 

合計 162 

  

※３ 有形固定資産の減価

償却累計額 
23,069百万円 24,482百万円       23,950百万円 

※４ 消費税等に係る表示   仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺し、流動負債の「その他」に

含め表示している。 

同    左 ───── 

※５ 中間期末日満期手形 ─────  中間期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理

している。なお、当中間会計期間

の末日は金融機関の休日であった

ため、次の中間期末日満期手形が

中間期末残高に含まれている。 

───── 

  受取手形 483百万円

支払手形 295 

設備支払手形  34 

 

 



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） 

注(2）保証債務   関係会社の借入金に対し債務保

証を下記のとおり行っている。 

  関係会社の借入金に対し債務保

証を下記のとおり行っている。 

  関係会社の借入金に対し債務保

証を下記のとおり行っている。 

 理盛精密科技股份

有限公司 

205百万円

ラサスティール㈱ 100 

㈱東北ラサ機械製

作所 

94 

ラサ晃栄㈱ 15 

計 414 

理盛精密科技股份

有限公司 

1,205百万円

ラサスティール㈱ 300 

㈱東北ラサ機械製

作所 

94 

計 1,599 

理盛精密科技股份

有限公司 

  868百万円

ラサスティール㈱ 300 

㈱東北ラサ機械製

作所 

94 

計 1,262 

注(3）特定融資契約   当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため、主要取引３行と貸

出コミットメント契約を締結して

いる。 

この契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとおり

である。 

  当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため、主要取引３行と貸

出コミットメント契約を締結して

いる。 

この契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとおり

である。 

  当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため、主要取引３行と貸

出コミットメント契約を締結して

いる。 

この契約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は次のとおりであ

る。 

 貸出コミットメン 

トの総額 3,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 3,000 

貸出コミットメン 

トの総額 3,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 3,000 

貸出コミットメン

トの総額 3,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 3,000 



（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 営業外収益の主なもの    

受取利息 16百万円   13百万円   32百万円 

※２ 営業外費用の主なもの    

支払利息 124百万円    142百万円    249百万円 

※３ 特別利益の主なもの    

投資有価証券売却

益 

214百万円    －百万円   214百万円 

固定資産圧縮特別

勘定戻入額 

162 － 162 

※４ 特別損失の主なもの    

固定資産圧縮損 162百万円    －百万円   162百万円 

減損損失 105 63 105 

休止鉱山鉱害対策

費用 

70 154 167 

役員退職慰労金 68 － 68 

固定資産除却損 － 37 12 

固定資産処分損 － － 30 

        

（減損損失） 当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上した。 

当社は、事業の種類を基礎と

し、賃貸用資産及び遊休資産につ

いては個別にグルーピングしてい

る。 

このうち、時価が下落した遊休

資産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（105百万円）として、特別

損失に計上した。 

なお、当該資産グループの回収

可能価額は正味売却価額により測

定しており、時価については原則

として不動産鑑定評価額に基づき

算定している。 

場所 用途 種類 

岩手県 
宮古市 

遊休資産 土地 

宮城県 
刈田郡 

遊休資産 土地 

当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上した。 

当社は、事業の種類を基礎と

し、賃貸用資産及び遊休資産につ

いては個別にグルーピングしてい

る。 

このうち、時価が下落した遊休

資産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（63百万円）として、特別

損失に計上した。 

なお、当該資産グループの回収

可能価額は正味売却価額により測

定しており、時価については原則

として不動産鑑定評価額に基づき

算定している。 

場所 用途 種類 

岩手県 
宮古市 

遊休資産 土地 

宮城県 
刈田郡 

遊休資産 土地 

当事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損損

失を計上した。 

当社は、事業の種類を基礎と

し、賃貸用資産及び遊休資産につ

いては個別にグルーピングしてい

る。 

このうち、時価が下落した遊休

資産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（105百万円）として、特別

損失に計上した。 

なお、当該資産グループの回収

可能価額は正味売却価額により測

定しており、時価については原則

として不動産鑑定評価額に基づき

算定している。 

場所 用途 種類 

岩手県 
宮古市 

遊休資産 土地 

宮城県 
刈田郡 

遊休資産 土地 

（減価償却実施額）    

有形固定資産 783百万円    1,057百万円      1,915百万円 

無形固定資産 23 25 48 



（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株式数の増加 7,848株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

普通株式の自己株式の株式数の減少   895株は、単元未満株式の売渡請求による減少である。 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

 普通株式（注） 112,446 7,848 895 119,399 

     合計 112,446 7,848 895 119,399 



（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、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)

機械装
置 

1,850 204 1,646 

その他 281 86 195 

合計 2,132 291 1,841 

 

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)

機械装
置 

1,850 468 1,382 

その他 215 58 156 

合計 2,066 526 1,539 

 

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)

機械装
置 

1,850 320 1,530 

その他 192 57 135 

合計 2,042 377 1,665 

 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年以内 491百万円

１年超 1,036 

合計 1,527 

１年以内    357百万円

１年超 602 

合計 959 

１年内 405百万円

１年超 801 

合計 1,206 

 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、支払利息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、支払利息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、支払利息相当額及び減損損失 

 支払リース料 282百万円

減価償却費相

当額 
174 

支払利息相当

額 
11 

支払リース料    204百万円

減価償却費相

当額 
161 

支払利息相当

額 
8 

支払リース料 574百万円

減価償却費相

当額 
334 

支払利息相当

額 
22 

 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（残価保証の取決め

がある場合は残価保証額）とす

る定額法によっている。 

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 

 ５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によってい

る。 

５．利息相当額の算定方法 

同    左 

５．利息相当額の算定方法 

同    左 

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損

失はない。 

（減損損失について） 

同    左 

（減損損失について） 

同    左 



（有価証券関係） 

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

るものはない。 

（重要な後発事象） 

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） 

────── （新株式発行及び株式売出しについて） 

 当社は平成18年９月29日開催の取締役会

において、新株式発行に関して決議し、平

成18年10月18日を払込期日とする公募増資

（一般募集）を行った。その概要は次のと

おりである。 

１．発行する株式  普通株式 9,000,000株 

の種類及び数 

２．発行価額       １株につき442.44円 

３．発行価額総額           3,981百万円 

４．資本組入総額           1,990百万円 

５．資金の使途      全額設備資金に充当 

  

  また、当社は平成18年９月29日開催の取

締役会の決議に基づき、オーバーアロット

メントによる当社株式の売出しに関連す

る、平成18年11月14日を払込期日とする第

三者割当増資を行った。その概要は次のと

おりである。 

１．発行する株式 普通株式 1,000,000株 

の種類及び数 

２．発行価額       １株につき442.44円 

３．発行価額総額             442百万円 

４．資本組入総額             221百万円 

５．割当先及   大和証券エスエムビーシ 

び株式数   ー株式会社 1,000,000株 

６．資金の使途     全額設備資金に充当 

────── 

────── （塩化第二鉄のコプラナーＰＣＢ混入につ

いて） 

 当社が水処理凝集剤として販売している

塩化第二鉄を使用したユーザーの放流水

に、環境省より平成18年11月13日付にて、

コプラナーＰＣＢが混入していたとの発表

があった。 

 当該製品を使用した放流水中のコプラナ

ーＰＣＢの濃度は、法律・規制の範囲内で

はあったが、ただちに当社は出荷を停止、

取引先に対し使用中止を要請し、大阪工場

から出荷済みの取引先在庫についての自主

回収を実施した。 

 併せて原因究明を進め、再発防止のため

の体制を整備し安全確認のうえ平成18年12

月８日より販売を再開した。 

 なお、製品回収費用、分析費用、処理費

用等による当事業年度の影響額は100百万円

程度と見積もっている。影響額については

平成18年12月22日現在の見積もりであり、

今後の状況変化により見直す可能性があ

る。 

────── 



(2）【その他】 

 該当事項はない。 



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いる。 

(1）有価証券報告書の訂正報告書 

事業年度（第137期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成18年６月16日関東財務局長に提出。 

(2）半期報告書の訂正報告書 

事業年度（第138期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成18年６月16日関東財務局長に提出。 

(3）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第138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。 

(4）有価証券届出書（参照方式）（一般募集による増資） 

平成18年９月29日関東財務局長に提出。 

(5）有価証券届出書（参照方式）（第三者割当増資） 

平成18年９月29日関東財務局長に提出。 

(6）有価証券届出書（一般募集による増資）の訂正届出書 

平成18年10月10日関東財務局長に提出。 

平成18年９月29日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書である。 

(7）有価証券届出書（第三者割当増資）の訂正届出書 

平成18年10月10日関東財務局長に提出。 

平成18年９月29日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書である。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はない。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月22日

ラサ工業株式会社   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 原  真志  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 小倉 邦路  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 米山 昌良  印 

 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 

ラサ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、ラサ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のとおり、当中間連結会計期間から固定資産の減損

に係る会計基準を適用している。 

 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。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月22日

ラサ工業株式会社   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 原  真志  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 米山 昌良  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 堀越 喜臣  印 

 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 

ラサ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30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成

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

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

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

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

に準拠して、ラサ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。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月22日

ラサ工業株式会社   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 原  真志  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 小倉 邦路  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 米山 昌良  印 

 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 

ラサ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138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、ラサ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のとおり、当中間会計期間から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。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月22日

ラサ工業株式会社   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 原  真志  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 米山 昌良  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 堀越 喜臣  印 

 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 

ラサ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139期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日

から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動

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

間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

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

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

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

て、ラサ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。 
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