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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 金額表示は、第56期以後は百万円未満を四捨五入して、第55期以前は百万円未満を切捨てして表示しており

ます。 

３ 第55期連結会計年度から、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額の算定に当たっては、「１株

当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準第２号)及び

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計

基準適用指針第４号)を適用しております。 

また、第58期連結会計年度から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

４ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

５ 従業員数は就業人員であります。 

６ 平均臨時雇用者数は、第55期については従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期

決算年月 平成14年10月 平成15年10月 平成16年10月 平成17年10月 平成18年10月

売上高 (百万円) 44,386 43,442 40,547 38,835 39,101

経常利益 (百万円) 1,324 1,143 756 709 838

当期純利益 (百万円) 1,008 463 425 458 47

純資産額 (百万円) 35,991 36,540 37,149 38,754 39,938

総資産額 (百万円) 49,136 51,033 51,312 53,739 54,353

１株当たり純資産額 (円) 442.40 450.64 458.20 478.25 471.96

１株当たり当期純利益 (円) 12.01 5.71 5.24 5.65 0.58

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 73.25 71.60 72.40 72.11 70.34

自己資本利益率 (％) 2.83 1.28 1.14 1.21 0.12

株価収益率 (倍) 14.99 32.05 52.48 57.17 434.48

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,038 548 1,978 161 1,191

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,580 △699 △490 △2,274 315

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,346 △304 △344 △200 △178

現金及び現金同等物 
の期末残高

(百万円) 12,247 11,851 12,991 10,699 12,031

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
717 
(79)

718
(－)

683
(83)

654 
(72)

639
(84)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 金額表示は、第56期以後は百万円未満を四捨五入して、第55期以前は百万円未満を切捨てして表示しており

ます。 

３ 第55期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額の算定に当たっては、「１株当たり当期純利

益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期

純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４

号)を適用しております。 

また、第58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（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

４ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

５ 従業員数は就業人員であります。 

６ 平均臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。 

  

回次 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期

決算年月 平成14年10月 平成15年10月 平成16年10月 平成17年10月 平成18年10月

売上高 (百万円) 40,555 39,429 36,582 34,792 34,890

経常利益 (百万円) 1,189 790 327 243 424

当期純利益又は 
当期純損失(△)

(百万円) 825 352 194 208 △177

資本金 (百万円) 4,534 4,534 4,534 4,534 4,534

発行済株式総数 (株) 86,977,709 86,977,709 86,977,709 86,977,709 86,977,709

純資産額 (百万円) 31,757 32,248 32,668 33,971 33,223

総資産額 (百万円) 42,062 43,881 44,038 46,115 46,204

１株当たり純資産額 (円) 389.53 395.77 400.95 417.17 408.14

１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額)

(円)

(円)

3.00

(―)

3.00

(―)

3.00

(―)

3.00

(―)

3.00

(―)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

(円) 9.81 4.33 2.38 2.55 △2.17

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 75.50 73.49 74.18 73.66 71.91

自己資本利益率 (％) 2.62 1.10 0.59 0.62 △0.53

株価収益率 (倍) 18.35 42.27 115.55 126.67 ―

配当性向 (％) 29.63 69.29 125.99 117.65 ―

従業員数 (名) 482 454 436 395 370



２ 【沿革】 

昭和３年 静岡県清水市(現・静岡市清水区)において農薬製造業として柑橘同業組合を開

設。

昭和24年６月 株式会社組織に変更、商号を庵原農薬株式会社とする。

昭和29年12月 静岡県清水市(現・静岡市清水区)に清水工場、研究所(現・化学研究所)を設置。

昭和31年２月 全国購買農業協同組合連合会(現・全国農業協同組合連合会)との連携強化。

昭和33年４月 各種印刷物の製造・販売業の日本印刷工業株式会社の株式を取得。(現・連結子会

社)

昭和37年１月 イハラ農薬株式会社に商号を変更。

昭和37年５月 宮城県遠田郡小牛田町(現・美里町)に小牛田工場を設置。

昭和37年８月 運送・倉庫業のイハラ自動車株式会社(昭和62年２月株式会社クミカ物流に商号変

更)を設立。(現・連結子会社)

昭和37年11月 株式を東京証券取引所市場第２部に上場。

昭和43年10月 クミアイ化学工業株式会社に商号を変更。

昭和43年11月 昭和17年５月創立の東亜農薬株式会社を吸収合併。龍野工場を加える。

昭和43年12月 本社を東京都千代田区に移転。

昭和44年２月 静岡県小笠郡菊川町(現・菊川市)に動物研究所、生物研究所を設置、研究体制を

整備。

昭和46年12月 動物研究所、生物研究所を統合し生物科学研究所とし、研究体制を強化。

昭和47年10月 農薬等製造・販売業の尾道クミカ工業株式会社を設立。(現・連結子会社)

昭和50年７月 計算業務受託業の株式会社クミカ計算センター(平成３年７月ケイアイ情報システ

ム株式会社に商号変更)を設立。(現・非連結子会社)

昭和51年２月 本社を東京都台東区(現在地)に移転。

昭和52年４月 東京証券取引所市場第１部銘柄に指定。

昭和53年１月 米国にAgro Chemical International Inc.(昭和57年４月K-I Chemical U.S.A. 

Inc.に商号変更)を設立。(現・連結子会社)

平成３年７月 環境管理センターを分社化し、環境中の化学物質等計量業の株式会社エコプロ・

リサーチを設立。(現・連結子会社)

平成３年８月 静岡県掛川市に生物科学研究所代謝研究棟を設置、代謝、環境研究体制を強化。

平成９年７月 本社、清水工場、品質マネジメントシステムISO9002の認証を取得。

平成10年８月 小牛田工場、龍野工場、ISO9002の認証を取得。

平成10年11月 尾道クミカ工業株式会社、ISO9002の認証を取得。

平成12年６月 清水工場、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得。

平成13年６月 小牛田工場、龍野工場、ISO14001の認証を取得。

平成13年10月 尾道クミカ工業株式会社、ISO14001の認証を取得。

平成14年10月 日本印刷工業株式会社、品質マネジメントシステムISO9001の認証を取得。

平成15年６月

平成18年10月

本社、小牛田工場、清水工場及び龍野工場にて認証取得しているISO9002を

ISO9001(2000年版)に移行・拡大。

清水工場の生産機能を休止。



３ 【事業の内容】 

当グループは、当社、子会社６社(うち連結子会社５社)及び関連会社８社(うち持分法適用関連会社４
社)で構成され、化学品事業(主として農薬の製造・販売業)及びその他の事業(各種印刷物の製造・販売
業、運送・倉庫業、不動産賃貸業等)を行っております。 
当グループの事業に係る位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。 

 
  
事業の系統図は次のとおりであります。 

 

化学品事業 当社は殺虫剤、殺菌剤、除草剤などの農薬を製造し、農協の全国組織であります
全国農業協同組合連合会を通じて国内に販売しております。製品の一部は連結子
会社の尾道クミカ工業㈱に生産委託しております。また、非農耕地用薬剤等につ
きましては、持分法適用関連会社の㈱理研グリーン、同ケイ・アイ化成㈱を通じ
て国内の需要先に販売しております。また、連結子会社の㈱エコプロ・リサーチ
が環境中の化学物質等計量業を営んでおります。 
国外販売につきましては、当社の国外部が販売活動をする一方、連結子会社のケ
イ・アイ ケミカル(米国)、持分法適用関連会社のティー・ジェイ・シー ケミカ
ル(タイ)がそれぞれの担当地域で販売を行っております。

その他の事業 連結子会社の日本印刷工業㈱が各種印刷物の製造・販売業、連結子会社の㈱クミ
カ物流が運送・倉庫業、持分法適用関連会社のイハラ建成工業㈱が総合建築業及
び化成品の製造販売、当社が不動産賃貸業をそれぞれ営んでおります。



４ 【関係会社の状況】 

  

 
(注) １ 特定子会社に該当する会社はありません。 

２ 有価証券報告書の提出会社であります。 

３ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数、［ ］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合

で外数であります。 

４ 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社にしたものです。 

  

名称 住所
資本金又は 
出資金 
(百万円)

主要な事業 
の内容

議決権の所有 
(被所有)割合 
(％)

関係内容

(連結子会社)

日本印刷工業株式会社 
(注)４

静岡県静岡市駿河区 88
各種印刷物の
製造・販売業

46.8
［17.0］

当社は同社から材料等を購
入しています。 
役員の兼任２

株式会社クミカ物流 静岡県静岡市清水区 62 運送・倉庫業
52.9
［20.0］

当社は同社に当社商品、製
品の保管・運送を委託して
います。 
当社は同社に土地、建物を
賃貸しています。 
役員の兼任１

株式会社エコプロ・リサーチ 静岡県静岡市清水区 45
環境中の化学
物質等計量業

66.7
［22.2］

当社は同社に環境分析を委
託しています。 
当社は同社に建物を賃貸し
ています。 
役員の兼任１

尾道クミカ工業株式会社 広島県尾道市 30
農薬等の 
製造・販売業

100.0

当社は同社に生産を委託し
ています。 
当社は同社に土地、建物を
賃貸しています。 
役員の兼任２

ケイ・アイ ケミカル(米国) 
(注)４

米国ニューヨーク州
百万U.S.$

2
農薬等の 
輸出入

50.0

当社は同社に商品・製品を
販売しています。
役員の兼任１

(持分法適用関連会社)

株式会社理研グリーン 
(注)２

東京都台東区 1,102
農薬、産業用 
薬剤等の 
製造・販売業

30.8
(1.6)
［4.4］

当社は同社に商品・製品を
販売しています。 
役員の兼任２

ケイ・アイ化成株式会社 静岡県磐田市 600
農薬等化学 
工業製品の 
製造・販売業

50.0

当社は同社に商品・製品を
販売しています。 
当社は同社に土地を賃貸し
ています。 
役員の兼任２

イハラ建成工業株式会社 静岡県静岡市清水区 461
総合建築業、 
化成品の 
製造・販売業

28.2
(3.5)
［6.7］

当社は同社に設備の新設、
改修を発注しています。 
当社は同社に建物を賃貸し
ています。 
役員の兼任１

ティー・ジェイ・シー  
ケミカル

タイ国バンコック市
百万タイバーツ

30
農薬等の 
製造・販売業

24.5
当社は同社に商品・製品を
販売しています。 
役員の兼任１



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年10月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数の(外書)は、臨時従業員の当連結会計年度の平均雇用人員であります。 

３ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定の事業の種類別セグメントに区分できない管理部門に所

属しているものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年10月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 平均臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社の労働組合はクミアイ化学工業労働組合と称し、加入者は245名で上部団体には加入しておりま

せん。労使関係は相互信頼関係を基盤として、きわめて健全であり、各種の労働条件の交渉は中央労使

協議会において円満に解決されております。 

連結子会社におきましては、株式会社クミカ物流に、クミカ物流小牛田労働組合(加入者数： ２名)

及びクミカ物流労働組合(加入者数：５名)があり、日本印刷工業株式会社に、日本印刷工業労働組合

(加入者数：46名)があります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

化学品事業 418(46)

その他の事業 203(34)

全社(共通) 18( 4)

合計 639(84)

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

370 43.0 18.5 6,141,029



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度における我が国経済は、為替の動向や原油価格の高騰など不安定要因を抱えつつ

も、輸出の好調などから企業の収益改善が進み、設備投資需要の増大もあり底堅く推移し、景気は緩

やかな回復基調を続けております。 

一方、国内の農業では、７月下旬までの日照不足やその後の台風により、九州を中心に稲の収量が

大幅に落ち込むなどの影響が出ました。 

日本の農薬分野では、５月末から施行された残留農薬基準の「ポジティブリスト制」による農薬使

用への戸惑いなどから、農薬需要の減少が危惧されましたが、大きな混乱は無かったものの今後への

影響は予断を許さない状況にあります。販売面では、世界的に競争の激化が進行しており、農薬価格

の低下傾向が続く一方、農薬の安全性を巡る動きは、更なる研究開発経費の増大をもたらしており、

まさに生き残りを掛けた企業の競争が展開されてきております。 

このような状況の中、当グループは、一段と販売推進に力を入れてまいりました。化学品事業の国

内部門においては、水稲用除草剤などを中心にして販売に注力いたしました。その結果、園芸用農薬

は売上が伸びなかったものの、水稲用除草剤の出荷が好調に推移し、売上高は前連結会計年度を上回

りました。国外部門においては、棉用除草剤などの輸出増加が見られましたが、中南米を中心とし

て、中国から輸出された水稲用除草剤の違法品の影響が大きく、売上高は前連結会計年度をやや下回

りました。その他の事業におきましては、流通部門では新分野へ積極的な営業活動を推進し、業容拡

大に取り組んだ結果、売上高は前連結会計年度を上回ることができました。印刷部門は受託品の減少

により、売上、利益とも前連結会計年度をやや下回りました。 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は391億１百万円、前連結会計年度比２億６千６百万円

(0.7％)増となり、前連結会計年度を上回りました。損益面では、売上の増加を反映し、営業利益は６

億６千３百万円、前連結会計年度比２千６百万円(4.2％)の増、経常利益は８億３千８百万円、前連結

会計年度比１億２千９百万円(18.2％)の増となりました。当期純利益は、清水工場の生産休止に伴う

固定資産処分損及び北海道の山林の減損損失などの計上により、前連結会計年度比４億１千１百万円

(89.8％)減の４千７百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの概況につきましては以下の通りです。 

  

① 化学品事業 

「収益構造への変革」を柱に、経営の基盤整備に取り組む改革中期３ヵ年計画の２年目として、

生産基盤の整備に取り組み、主要３工場の一つであった清水工場での生産を休止とし、機能転換を

図り、その生産機能を小牛田工場と龍野工場に移管しました。また、引き続き流通在庫の圧縮と物

流コストの低減に取り組むとともに、利益管理を徹底した販売活動を展開いたしました。国内部門

におきましては、水稲分野は、除草剤の「トップガン剤」「テラガード剤」などの売上増加、箱処

理剤での「ビーム混合剤」の増加、種子消毒剤での「エコホープドライ」の本格販売による増加な

どにより、前連結会計年度に比べ売上増となりました。園芸分野は、病害虫の少発生などにより、

殺虫剤、殺菌剤とも伸び悩み、前連結会計年度の販売実績を下回りました。また、非農耕地分野と

受託加工分野はほぼ前連結会計年度並みの実績となりました。 

国外部門におきましては、主力剤の直播水稲用除草剤「ノミニー」が中国製の違法品の影響を受

け、前連結会計年度の実績を大きく下回りましたが、棉用除草剤「ステイプル」、植物成長調整剤

「KIM-112」、園芸用殺菌剤「フルピカ」「KIF-230(バルボン、ビンケア)」、水稲用除草剤「KIH-

6127」「サターン」などのその他の剤は、為替が円安に推移したこともあり、それぞれ前連結会計

年度の実績を上回りました。 



生産に関しましては、物流部門との連携強化により計画的な生産の実施で、製造の切替の効率化

ができ、切替経費の節減が図れました。 

上記の結果、化学品事業としては、売上高は361億８千８百万円となり、前連結会計年度比４億

４百万円(1.1％)の増となりました。営業利益は10億１千８百万円となり、前連結会計年度比２千

万円(1.9％)の減となりました。 

  

② その他の事業 

流通事業におきましては、貨物輸送は景気回復に伴い荷動きが活発化しつつありますが、燃料費

の高騰を運賃への転嫁が十分にできない上、環境問題や安全規制への対応のための設備投資等のコ

スト負担が増加しており依然として厳しい環境が続いております。このような中、危険物などの特

殊物の分野に積極的な営業活動を推進し、コスト管理の徹底と業務の効率化に努めた結果、売上、

利益とも前連結会計年度を上回りました。 

印刷事業におきましては、原油高による原紙の値上げに加え、企業間の価格競争の激化など依然

として厳しい環境の中、受注確保など営業活動を積極的に推進したものの、受託品が減少したた

め、売上、利益とも前連結会計年度を下回りました。 

上記に賃貸事業を加えたその他の事業は、売上高は29億１千３百万円となり、前連結会計年度比

１億３千８百万円(4.5％)の減となりました。営業利益は２億５千３百万円となり、前連結会計年

度比１億４千７百万円(36.8％)の減となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、日本セグメントが売上高355億１千８百万円、前連結会計年度比

７億８千６百万円(2.2％)減、営業利益12億２千８百万円、前連結会計年度比１千７百万円(1.4％)

増、北米セグメントが売上高35億８千３百万円、前連結会計年度比10億５千２百万円(41.6％)増、

営業利益５千１百万円、前連結会計年度比２千７百万円(34.6％)減となりました。 

  

  

(2) キャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億９千１百万円の増加(前年同期は１億６千１百万円の増

加)となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、３億１千５百万円の増加(前年同期は22億７千４百万円の減

少)となりました。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、１億７千８百万円の減少(前年同期は２億円の減少)となりま

した。  

 以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末残高に比べ13億３千２百

万円増加し、120億３千１百万円となりました。  

  

なお、キャッシュ・フローの詳細は、「７．財政状態及び経営成績の分析 (2)財政状態の分析 ②

キャッシュ・フローの状況」に記載しております。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １ 生産金額は販売価格をもって算出しております。 

２ 金額に消費税等は含まれておりません。 

３ 事業の種類別セグメントの区分に基づき開示しております。 

  

  

(2) 受注実績 

当グループの生産は、そのほとんどが見込生産であるため、受注実績は記載しておりません。 

  

  

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １ 金額に消費税等は含まれておりません。 

２ 事業の種類別セグメントの区分に基づき開示しております。 

３ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  

 
  

事業の種類別セグメント 金額(百万円) 前年同期比(％)

化学品事業 25,576 97.4

その他の事業 1,318 90.5

合計 26,893 97.1

事業の種類別セグメント 金額(百万円) 前年同期比(％)

化学品事業 36,188 101.1

その他の事業 2,913 95.5

合計 39,101 100.7

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

全国農業協同組合連合会 20,903 53.8 21,323 54.5



３ 【対処すべき課題】 

国内の農業は、食料自給率の向上が目標として設定されているものの、農林水産省は平成19年産米の

計画について、３年連続の減産となる前年度を５万トン下回る方針とすることを決めました。農産物の

輸入圧力も大きく、国内の農産物の価格の低下につながり、農家収入の伸び悩みの原因となっておりま

す。一方、農家の高齢化は進んでいるものの、世代交代や栽培面積を増やす農家も徐々に出てきており

ます。また、食の安全・安心に対する関心は高く、残留農薬基準のポジティブリスト制の実施による農

薬使用への不安感などから、減農薬の動きが拡がっております。 

このような事業環境のもと、当グループは「企業価値の向上を目指し、売上利益の確保、増大ができ

る企業体質の確立」を経営の基本方針とし、研究開発型の企業として、新規剤への研究開発投資を最優

先課題とし、将来の経営を支える農薬の新規開発に注力しております。 

  

化学品事業におきましては、中期３ヵ年計画の３年目として、国内部門においては、これまで実施し

てきた流通在庫の圧縮と物流の合理化を仕上げ、重点品目に集中した利益重視の販売活動を通じて、営

業の成果を上げるよう努力してまいります。品目としては、水稲用除草剤分野では、「トップガン剤」

「テラガード剤」、水稲用種子消毒剤分野では、「テクリードＣ」「エコホープ」「エコホープドラ

イ」、水稲用箱処理剤分野では、「ビーム混合剤」「ブイゲット混合剤」などを重点に販売推進し、併

せて当社独自の製剤である「豆つぶ剤」の普及を更に進めてまいります。園芸分野では、新規に登録予

定の自社開発殺菌剤「KIF-230混合剤」の上市を予定しており、既存の販売品目に加えてラインナップ

の拡充となります。生物農薬として上市２年目となる殺菌剤「エコショット」とともに新たに上市を予

定しております「エコメイト」、殺虫剤「エコマスターＢＴ」の拡販にも注力してまいります。非農耕

地用薬剤の分野では、自社開発品の「ショートキープ」などを中心に販売強化をしてまいります。ま

た、効率的な受託加工の確保を進めてまいります。国外部門では、水稲直播用除草剤「ノミニー」の違

法品への対抗処置の徹底を図ってまいります。また、棉用除草剤「ステイプル」、植物成長調整剤

「KIM-112」、園芸用殺菌剤「KIF-230(バルボン、ビンケア)」「フルピカ」などの販売促進と地域拡大

を進めてまいります。韓国での水稲用除草剤「KIH-6127」の豆つぶ製剤の普及は２年目となり、製剤支

援を含め、普及・定着を図ってまいります。また、ロンドン駐在員事務所を発展的に解消し、新たにベ

ルギーに現地法人の設立を予定しており、ヨーロッパを中心とした体制強化を図ってまいります。な

お、チオベンカルブを含有する水稲用除草剤「ウルフエース」「パワーウルフ」などについては、水稲

への湛水条件下での適用を維持・継続するために必要な資料の整備に多大な費用と時間が掛かることか

ら、新年度より販売を中止することといたしました。「トップガン」「テラガード」「フォーマット」

などをその代替剤として全社あげて拡販に努め、その経営的影響を最小限に抑えるよう努めてまいりま

す。 

  

その他の事業におきましては、流通部門では、顧客のニーズに即応した最良の物流サービスの提供及

び新分野への拡大に一層の営業力強化を図ります。印刷部門では、全社一丸の営業体制で事業量の拡大

に努めるとともに、生産体制の見直しと諸経費の削減に取り組んでまいります。 

  

生産に関しましては、清水工場の生産機能を小牛田工場及び龍野工場へ移管した成果が出るよう、生

産効率の一層の向上を図り、製造原価の低減を実現してまいります。 

  

研究開発に関しましては、「投資効率を考慮した研究開発投資」を方針として、グローバルな開発を

進めるために前連結会計年度に設置した国際開発部を中心として、水稲用除草剤、畑作用除草剤、園芸

用殺菌剤などの自社新規開発剤の早期の開発に注力してまいります。また、国内においては、「ＫＩ

Ｆ-230混合剤」の農薬登録、上市を予定し、生物農薬の品揃えにも注力いたします。 

  

これからも企業間の競争は更に熾烈さを増すことが予想されますが、市場の動向や農薬使用者のニー

ズ及び消費者の動向を的確につかみ、より機動的な経営を推進してまいります。また、今後も収益本位

の経営に徹し、新規剤の早期商品化に努力してまいります。 



４ 【事業等のリスク】 

当グループ(当社及び連結子会社)では、事業の運営上発生が予想される様々なリスクの発生防止、分散

などによりリスクの軽減を図るよう努めておりますが、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

リスクには、以下のようなものがあります。但し、これらのリスクは当連結会計年度末現在において当グ

ループが判断したものであり、予想を越える事態が発生する場合もあります。また、以下のリスクは主な

ものであり、全てを網羅したものではありません。 

  

(1) 新製品の開発に係わるリスク  

当グループの主要な製品である農薬は、人的資源を始めとして、多額の研究開発経費を必要とし、長

期間の各種試験研究を実施することが必要になります。開発途中の試験結果によっては、開発の中止を

余儀なくされることも起こりえます。また、この間の市場の環境変化、技術水準の進歩、競合製品の開

発状況等により開発の成否が影響を受ける可能性があります。 

(2) 知的財産に係わるリスク 

当グループの主要な製品である農薬は、一部の国では知的財産権が完全には保護されておらず、第三

者が当社の技術を無断で使用する可能性があります。 

(3) 為替レートの変動に係わるリスク 

当グループの売上高の22.3％が海外の売上高となっております。さらに、海外に連結子会社１社を有

しております。このため、為替レートの変動は、当グループの業績及び財政状態に影響を及ぼします。 

 一般的に他の通貨に対する円高は当グループの業績に不利な影響を及ぼし、円安は有利な影響を及ぼ

します。  

(4) 天候に影響を受けるリスク  

当グループの主要な製品である農薬は、売上に季節性があり、また売上は気象条件の変動に左右され

やすい傾向があります。気象条件により、作物の生育状況や病害虫の発生状況の変動が起こり、農薬の

使用機会が増減します。  

(5) 法律等の変更に係わるリスク 

当グループの主要な製品である農薬は、農薬の取扱いに関する国内外の法令等により規制を受けてお

ります。農薬に対する規制は、今後も強化される傾向にあります。従いまして、関連する法令等の変更

に伴い、試験経費の増加や売上の減少への影響を受けます。  

(6) 製品の品質に係わるリスク 

当グループは、各工場で品質マネジメントシステムのもと、品質保証体制の充実に努めております

が、予期しない品質の欠陥が生じる可能性があります。  

(7) 海外の事業展開に係わるリスク 

当グループは、海外での事業活動をさらに拡大していく方針でありますが、それぞれの国での法令や

規制、政治、経済等の変動により、影響を受けます。 

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

(1) 売買契約(契約会社：クミアイ化学工業株式会社) 

  

 
  

(2) 研究委託契約(契約会社：クミアイ化学工業株式会社) 

  

 
  

契約締結先 契約内容 契約締結年月日 有効期間

全国農業協同組合連合会
農薬製品の売買に関する売買基
本契約(更改)

平成15年12月11日

平成15年10月１日から平
成16年 11月 30日までと
し、いずれかの申出がな
い限り、更に１年間延
長。以後同様。

全国農業協同組合連合会
売買基本契約に基づく平成18年
度農薬の売買に関する契約

平成18年２月17日
平成17年12月１日から平
成18年11月30日まで。

イハラケミカル 
工業株式会社

農薬原体及びその加工品に関す
る契約(更改)

平成４年３月27日

平成４年３月27日から平
成４年10月 31日までと
し、いずれかの申出がな
い限り、更に１年間延
長。以後同様。

契約締結先 契約内容 契約締結年月日 有効期間

株式会社 
ケイ・アイ研究所

新製品開発研究の委託に関する
基本契約 
(イハラケミカル工業㈱と共同)

昭和56年10月31日

昭和56年11月１日から10
年間とし、いずれかの申
出がない限り、更に１年
間有効。以後同様。



６ 【研究開発活動】 

当グループは、化学品事業において、農業用の除草剤、殺虫剤、殺菌剤及び植物成長調節剤について、

国内外の市場に適合する自社化合物を含む新製品の研究開発に引き続き注力しております。なお、当連結

会計期間における研究開発経費の総額は25億２千９百万円であります。  

 当連結会計期間に、国内におきましては、水稲分野では、除草剤として「テラガードジャンボ」、「テ

ラガードＬジャンボ」、箱処理剤「ブイゲットアドマイヤースピノ箱粒剤」、「ブイゲットプリンス粒剤

６」、ならびに本田殺虫殺菌剤「ビームキラップジョーカー粉剤ＤＬ」を上市いたしました。一方、園芸

分野においては、殺菌剤「ダイアメリットＤＦ」、殺菌殺虫剤「スミチオンダコニール粉剤ＤＦ」を上市

し、水稲、園芸分野ともに品揃えを充実いたしました。また、微生物農薬として、果実に対する汚れが少

なく、保存性に優れた果樹野菜用殺菌剤「エコショット」を上市し、消費者が求める安全で安心できる農

作物の生産に対応する微生物農薬「エコシリーズ」の継続的な開発と品揃えを進めております。さらに、

新規自社開発化合物として「ベンチアバリカルブイソプロピル」を有効成分として含有する、園芸用殺菌

剤「プロポーズ顆粒水和剤」の開発を進めております。  

 海外におきましては、直播水稲用除草剤「ノミニー（米国ではレジメント）」を中南米、東南アジア、

米国に続き、欧州、アフリカ諸国でも順次開発を進め、世界42ヵ国において登録を取得、販売しておりま

す。また、「ベンチアバリカルブイソプロピル」を含有する、園芸用殺菌剤「バルボン」、「ビンケア」

を開発し、「バルボン」をスイス、オランダ、ベルギー、南アフリカ等9ヵ国で、「ビンケア」をスイ

ス、キューバ、オーストリア、イスラエルにおいて販売を開始し、さらに販売国の拡大に向け開発を継続

しております。このように世界各国で自社開発化合物の農薬登録、上市に向けた開発を積極的に行ってお

ります。  

 また、当グループでは、安全で環境や使用者の皆様にも優しい製剤の開発にも積極的に取組んでおり、

当社独自の製剤技術と生産技術により独自製剤「豆つぶ剤」を開発し、日本国内では７製品を取り揃え、

それに続く剤の開発を進めております。海外においても、本連結会計年度より韓国で４製品の販売を開始

し、それに続く新剤の開発を継続しております。  

 また、品揃え強化を図るべく国内外メーカーからの導入品評価、開発も積極的に進めており、安全・安

心を求める消費者のニーズに応えるため、より安全で環境に優しい農薬製品の開発に取り組んでおりま

す。  

 バイオテクノロジー分野では、イネおよびシロイヌナズナ由来の変異型アセト乳酸合成酵素遺伝子を用

いた植物形質転換選抜マーカーセット「パルセレクト」を開発し、販売しておりますが、「パルセレク

ト」を始めとする植物バイオテクノロジー事業において、他社との業務提携を通じて植物バイオ技術やサ

ービスシステム・販売網を相互に有効に活用することで、植物バイオ技術の新たな市場形成とともに、企

業価値向上の実現に取り組んで参ります。  

 以上のように、当グループでは、環境にやさしく自然と調和した新たな製品および技術を創出していく

取組みを今後も継続して参ります。  

 研究施設として、国内におきましては、当社の生物科学研究所、化学研究所およびイハラケミカル工業

（株）と共同で設立した（株）ケイ・アイ研究所を有しております。また、米国におきましては、ケイ・

アイ ケミカル（米国）がミシシッピー試験場を有しております。これらの施設の有機的かつ効率的運営

に努め、商品開発のスピードアップおよび品質保証を含む当グループの研究開発技術の質的向上を図って

おります。 

 

 なお、その他の事業では研究開発活動を行っておりません。  

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 経営成績の分析 

① 売上高 

当連結会計年度の当グループの売上高は、391億１百万円で、前連結会計年度に比べ２億６千６百

万円(0.7％)の増加となりました。売上高については、１．業績等の概要 (1)業績に記載したとおり

であります。 

  

② 営業利益 

売上原価が、293億７千７百万円で、前連結会計年度に比べ１億３千９百万円(0.5％)の増加とな

り、販売費及び一般管理費が、90億６千１百万円で、前連結会計年度に比べ１億円(1.1％)の増加と

なったものの、売上の増加により、営業利益は、前連結会計年度に比べ２千６百万円(4.2％)増の６

億６千３百万円となりました。 

  

③ 営業外損益、経常利益 

営業外損益は、たな卸資産廃棄損及びたな卸資産評価損等の減少などにより、前連結会計年度に比

べ１億３百万円(142.1％)増の１億７千５百万円の利益となりました。 

 この結果、経常利益は、前連結会計年度に比べ１億２千９百万円(18.2％)増の８億３千８百万円と

なりました。 

  

④ 特別損益、税金等調整前当期純利益 

特別損益は、固定資産処分損の増加及び減損損失２億７千７百万円の計上などにより、前連結会計

年度に比べ６億７千万円(427.1％)減の５億１千３百万円の損失となりました。  

 この結果、税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度に比べ５億４千１百万円(62.5％)減の３億

２千５百万円となりました。  

  

⑤ 法人税等(法人税等調整額を含む)、少数株主利益、当期純利益 

法人税等は２億１千３百万円となり、前連結会計年度に比べ１億１千７百万円(35.3％)の減少とな

りました。  

 少数株主利益は６千５百万円で前連結会計年度に比べ１千３百万円(16.6％)の減少となりまし

た。。  

 この結果、当期純利益は、前連結会計年度に比べ４億１千１百万円(89.8％)減の４千７百万円とな

りました。  

  



(2) 財政状態の分析 

① 資産、負債及び資本の状況 

当連結会計年度末の総資産は543億５千３百万円で、前連結会計年度末に比べ６億１千４百万円の

増加となりました。流動資産が７億６千９百万円増加し、固定資産が１億５千６百万円減少しまし

た。流動資産の増加は、たな卸資産の増加等によるものです。固定資産の減少は、投資有価証券の時

価評価による減少等によるものです。  

 負債は144億１千５百万円で、前連結会計年度末に比べ11億２千８百万円の増加となりました。流

動負債が14億２千６百万円増加し、固定負債が２億９千８百万円減少しました。流動負債の増加は、

未払金の増加等によるものです。固定負債の減少は、投資有価証券評価差額の減少に伴う繰延税金負

債の減少及び退職給付引当金の減少等によるものです。  

 純資産は399億３千８百万円で、前連結会計年度末に比べ５億１千４百万円の減少となりました。

主に有価証券の評価差額金の減少によるものです。  

 この結果、自己資本比率は70.34％、1株当たり純資産は471円96銭となりました。  

  

② キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億９千１百万円の増加(前年同期は１億６千１百万円の

増加)となりました。これは、減価償却費６億７千９百万円及び仕入債務の増加３億５千万円等の資

金の増加に対し、たな卸資産の増加７億９千５百万円及び退職給付引当金の減少１億７千６百万円等

の資金の減少によるものです。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、３億１千５百万円の増加(前年同期は22億７千４百万円の

減少)となりました。これは、有価証券の売却による収入10億７千９百万円等の資金の増加に対し、

有形固定資産の取得による支出８億２千２百万円等の資金の減少によるものです。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、１億７千８百万円の減少(前年同期は２億円の減少)となり

ました。これは、長期借入による収入１億２千万円等の資金の増加に対し、配当金の支払２億４千４

百万円等の資金の減少によるものです。  

 以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末残高に比べ13億３千２

百万円増加し、120億３千１百万円となりました。  

  



第３ 【設備の状況】 

設備の状況に記載した金額は、消費税等抜きで表示しております。 

１ 【設備投資等の概要】 

当グループ(当社及び連結子会社)は、生産設備の合理化及び研究開発力の強化、効率化などを目的とし

た設備投資を継続的に行っており、当連結会計年度の設備投資総額は12億４百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの設備投資については、次のとおりであります。 

(1) 化学品事業 

当連結会計年度の設備投資金額は、８億６千８百万円であり、主のものは、当社龍野工場の水和剤

の製造系列及び包装系列の設置であります。 

  

(2) その他の事業 

当連結会計年度の設備投資金額は、３億３千６百万円であり、主なものは日本印刷工業㈱の新UV印

刷機の取得であります。 

  

  



２ 【主要な設備の状況】 

当グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は以下のとおりであります。 

(1) 提出会社 

  

 
(注) １ 土地の( )内は賃借中のもので外書で示しています。 

２ その他工場は、連結子会社の尾道クミカ工業株式会社に貸与しております。 

３ 生物科学研究所に記載した土地の内訳は次のとおりであります。 

 
４ 東北研究センターに記載した土地の内訳は次のとおりであります。 

 
５ 本社に記載した土地の主なものは次のとおりであります。 

 
６ 本社分室他には、生産を休止した清水工場の休止設備を含めております。 

７ 各事業所の寮、社宅は、その所属するそれぞれの事業所に含めております。 

  

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

帳簿価額(百万円)
従業 
員数 
(人)建物及び 

構築物
機械装置 
及び運搬具

土地 工具器具 
備品

合計
面積(千㎡) 金額

小牛田工場 
(宮城県遠田郡 
美里町)

化学品 農薬製造設備 326 177 63 103 11 617 31

龍野工場 
(兵庫県たつの市)

化学品 農薬製造設備 515 379 51 50 13 957 31

その他工場 
(広島県尾道市)

化学品 農薬製造設備 12 ― 41 117 ― 128 ―

化学研究所
(静岡県静岡市清水区)

化学品 研究開発設備 41 2 1 5 44 93 18

生物科学研究所 
(静岡県菊川市)

化学品 研究開発設備 691 2 222 1,353 146 2,192 53

東北研究センター 
(宮城県遠田郡 
美里町)

化学品 研究開発設備 59 1 68 406 10 477 3

東北支店他全７支店 
(宮城県仙台市 
宮城野区他)

化学品 その他 60 0 24 279 19 358 134

本社 
(東京都台東区)

全社的 
管理業務

その他 1,003 ―
181
(10)

2,905 30 3,940 96

本社分室他
(静岡県静岡市清水区)

静岡地区 
管理業務

その他 375 58
25 

(5)
126 7 567 4

静岡県菊川市 68,210㎡

静岡県掛川市 153,984㎡

宮城県遠田郡美里町 41,543㎡

青森県南津軽郡藤崎町 17,010㎡

北海道夕張郡栗山町 9,917㎡

静岡県磐田市 129,381㎡

神奈川県小田原市 20,807㎡

青森県南津軽郡藤崎町 12,311㎡

福島県郡山市 8,360㎡

大分県大分郡湯布院町 3,993㎡

東京都台東区 1,175㎡



(2) 国内子会社 

  

 
  

(3) 在外子会社 

重要性がないので、記載を省略しました。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

  
  

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別
セグメント 
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業 
員数 
(人)建物及び

構築物
機械装置 
及び運搬具

土地 工具器具 
備品

合計
面積(千㎡) 金額

日本印刷工
業株式会社

本社工場 
(静岡県 
静岡市 
駿河区)

その他 印刷物製造 66 303 7 34 10 413 53

株式会社 
クミカ物流

静岡支店 
磐田物流 
センター 
(静岡県 
磐田市)

その他
事務所 
物流倉庫

236 6 16 273 6 521 15

株式会社 
クミカ物流

関東支店 
栃木物流 
センター 
(栃木県 
下都賀郡 
国分寺町)

その他
事務所 
物流倉庫

244 4 11 134 7 389 15

株式会社 
クミカ物流

静岡支店 
宍原物流 
センター 
(静岡県 
静岡市 
清水区)

その他
事務所 
物流倉庫

89 1 5 204 4 298 10

株式会社 
クミカ物流

静岡支店 
渋川物流 
センター 
(静岡県 
静岡市 
清水区)

その他
事務所 
物流倉庫

2 0 2 218 1 221 6

尾道クミカ
工業株式会
社

本社 
(広島県 
尾道市)

化学品
農薬等 
製造設備

78 129 0 4 3 214 25



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) 転換社債の転換による増加。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年10月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年１月31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 86,977,709 86,977,709
東京証券取引所
(市場第一部)

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

計 86,977,709 86,977,709 ― ―

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)

平成元年11月１日～ 
平成２年10月31日

3,473 86,977,709 2 4,534 2 4,832



(4) 【所有者別状況】 

平成18年10月31日現在 

 
(注) １ 自己株式5,578,836株は「個人その他」の欄に5,578単元及び「単元未満株式の状況」の欄に836株含めて記

載しております。なお、自己株式5,578,836株は、株主名簿記載上の株式数であり、平成18年10月31日現在

の実保有残高は5,575,836株であります。 

２ 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式17単元を含めて記載しております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成18年10月31日現在 

 
(注) １ 当社は自己株式5,575,836株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合6.41％)を保有しておりますが、上

記の大株主から除いております。 

２ イハラ建成工業株式会社(平成18年10月31日現在 当社及び子会社が28.2％の議決権を所有)が所有している

上記株式については、会社法第308条第１項の規定により議決権の行使が制限されております。 

  

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人)

― 62 46 208 33 ― 10,126 10,475 ―

所有株式数 
(単元)

― 45,925 492 6,764 2,550 ― 30,362 86,093 884,709

所有株式数 
の割合(％)

― 53.3 0.6 7.8 3.0 ― 35.3 100.00 ―

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(％)

全国農業協同組合連合会 東京都千代田区大手町一丁目８番３号 26,527 30.50

静岡県経済農業協同組合連合会 静岡県静岡市駿河区曲金三丁目８番１号 2,770 3.19

スルガ銀行株式会社 静岡県沼津市通横町23番地 2,609 3.00

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番２号 2,588 2.98

イハラケミカル工業株式会社 東京都台東区池之端一丁目４番26号 1,457 1.68

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,383 1.59

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(三菱化学株式会社退職
給付信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,267 1.46

イハラ建成工業株式会社 静岡県静岡市清水区長崎69番地の１ 1,076 1.24

共栄火災海上保険株式会社 東京都港区新橋一丁目18番６号 1,007 1.16

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 888 1.02

計 ― 41,577 47.80



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年10月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が17,000株(議決権17個)含まれており

ます。 

２ 「単元未満株式」には、相互保有株式2,459株(イハラ建成工業㈱819、ケイアイ情報システム㈱871株、日本

印刷工業㈱546株、㈱理研グリーン223株)及び当社所有の自己株式836株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年10月31日現在 

 
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が3,000株(議決権3個)あります。な

お、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれております。 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

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

5,575,000
―

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

(相互保有株式)
普通株式

1,414,000
― 同上

完全議決権株式(その他)
普通株式

79,104,000
79,104 同上

単元未満株式
普通株式

884,709
― 同上

発行済株式総数 86,977,709 ― ―

総株主の議決権 ― 79,104 ―

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) 
クミアイ化学工業株式会社

東京都台東区池之端一丁目
４番26号

5,575,000 ― 5,575,000 6.41

(相互保有株式) 
イハラ建成工業株式会社

静岡県静岡市清水区長崎69
番地の１

1,076,000 ― 1,076,000 1.24

ケイアイ情報システム 
株式会社

東京都台東区池之端一丁目
４番26号

57,000 ― 57,000 0.07

日本印刷工業株式会社
静岡県静岡市駿河区中吉田
14番35号

174,000 ― 174,000 0.20

株式会社理研グリーン
東京都台東区上野二丁目12
番20号

107,000 ― 107,000 0.12

計 ― 6,989,000 ― 6,989,000 8.04



２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

【株式の種類等】 旧商法第221条第６項の規定による普通株式の取得 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

 
(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 
  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 
  

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度(平成17年11月１日から
平成18年４月30日まで)における取
得自己株式

24,642 7,666

区分

当事業年度
(平成17年11月１日から
平成18年４月30日まで)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式

― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式

― ―

その他 
(買い増し請求による売り渡し)

― ―

保有自己株式数 5,570,431 ―



【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 
(注) 当期間における取得自己株式には、平成19年１月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 
(注) 当期間におけるその他及び保有自己株式数には、平成19年１月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満

株式の買取り及び買い増しによる株式数は含めておりません。 

  

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度(平成18年５月１日から
平成18年10月31日まで)における取
得自己株式

6,608 1,796

当期間(平成18年11月１日から提出
日現在まで)における取得自己株式

3,653 872

区分

当事業年度
(平成18年５月１日から
平成18年10月31日まで)

当期間
(平成18年11月１日から
提出日現在まで)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額 
(千円)

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 
(買い増し請求による売り渡し)

1,203 318 ― ―

保有自己株式数 5,575,836 ― 5,579,489 ―



３ 【配当政策】 

当社の配当政策は、企業体質の強化と将来の事業展開に備えるための内部留保などを勘案しつつ、安定

した配当を継続して行うことを基本方針としております。 

当期における配当金につきましては、上記方針に基づき前期と同額の１株当たり３円の配当を実施いた

しました。 

この結果、当期の純資産配当率は0.72％となります。 

今後も業績の一層の向上に努めるとともに、引き続き経営の効率化を進め、収益体質の改善に取り組ん

でまいります。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

回次 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期

決算年月 平成14年10月 平成15年10月 平成16年10月 平成17年10月 平成18年10月

最高(円) 207 202 341 328 350

最低(円) 140 140 157 241 235

月別 平成18年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

最高(円) 330 290 277 279 290 266

最低(円) 285 252 248 258 235 246



５ 【役員の状況】 

  

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数 
(千株)

取締役社長 
代表取締役

望 月 信 彦 大正14年11月10日生

昭和42年４月 静岡県議会議員

503

昭和42年12月 当社取締役

昭和43年12月 当社相談役

昭和49年12月 当社取締役

昭和50年５月 清水市農業協同組合組合長理事

昭和53年５月 静岡県経済農業協同組合連合会副

会長理事

昭和56年９月 静岡県柑橘農業協同組合連合会

(現 静岡県経済農業協同組合連

合会)会長理事

昭和58年３月 当社代表取締役社長(現在)

昭和58年３月 イハラケミカル工業株式会社代表

取締役社長(現在)

昭和58年３月 株式会社ケイ・アイ研究所代表取

締役社長(現在)

昭和61年５月 財団法人食品農医薬品安全性評価

センター理事長(現在)

平成９年７月 農薬工業会会長

専務取締役 
代表取締役

小齊平 一 敏 昭和23年２月２日生

昭和46年４月 全国農業協同組合連合会入会

10

平成11年１月 全国農業協同組合連合会総合企画

部次長

平成12年１月 全国農業協同組合連合会名古屋支

所次長

平成13年１月 全国農業協同組合連合会名古屋支

所長

平成16年１月 当社取締役

平成16年４月 当社常務取締役

平成17年１月 当社代表取締役専務(現在)

専務取締役 
代表取締役

研究開発 
本部長

石 原 英 助 昭和13年５月７日生

昭和44年７月 当社入社

9

昭和63年２月 当社研究開発本部研究開発部次長

平成２年７月 当社生物科学研究所長

平成６年６月 当社営業本部企画管理部長

平成７年１月 当社取締役営業本部企画管理部長

平成10年６月 当社取締役総務部長

平成12年１月 当社取締役研究開発本部副本部長

兼総務部長

平成13年１月 当社常務取締役研究開発本部長

平成15年１月 当社専務取締役研究開発本部長

平成17年１月 当社代表取締役専務研究開発本部

長(現在)

常務取締役 伍 賀 三 郎 昭和24年５月15日生

昭和49年４月 農林中央金庫入庫

10

平成10年９月 農林中央金庫大阪支店営業第二部

長

平成12年６月 農林中央金庫大阪支店副支店長

平成14年１月 農林中央金庫営業第三部長

平成16年１月 当社常務取締役(現在)

常務取締役 営業本部長 林     茂 昭和19年８月29日生

昭和42年４月 当社入社

10

平成９年12月 当社研究開発本部研究開発部次長

平成12年１月 当社生物科学研究所長

平成15年１月 当社取締役特販部長

平成16年１月 当社常勤監査役

平成17年１月 当社常務取締役営業本部長(現在)

常務取締役 堀   貞 直 昭和27年２月28日生

昭和50年４月 全国農業協同組合連合会入会

5

平成13年１月 全国農業協同組合連合会名古屋支

所肥料農薬部長

平成15年１月 全国農業協同組合連合会営農総合

対策部次長

平成15年７月 全国農業協同組合連合会生産資材

部次長

平成17年１月 当社常務取締役(現在)



 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数 
(千株)

取締役 総務部長 大 竹 丈 夫 昭和22年２月８日生

昭和44年４月 当社入社

9平成15年１月 当社総務部長

平成17年１月 当社取締役総務部長(現在)

取締役
営業本部  
販売推進部長

清 水   等 昭和25年12月13日生

昭和49年４月 当社入社

1

平成13年７月 当社長野支店長

平成17年１月 当社営業本部販売推進部長

平成19年１月 当社取締役営業本部販売推進部長

(現在)

取締役
研究開発本部 
研究開発部長

永 山 孝 三 昭和26年６月７日生

昭和52年４月 当社入社

5

平成15年１月 当社生物科学研究所長

平成16年４月 当社研究開発本部研究開発部長

平成19年１月 当社取締役研究開発本部研究開発

部長(現在)

取締役 宮 下   弘 昭和22年２月５日生

昭和45年４月 全国購買農業協同組合連合会(現 

全国農業協同組合連合会)入会

―

平成11年７月 全国農業協同組合連合会大阪支所

長

平成14年７月 全国農業協同組合連合会常務理事

平成17年７月 全国農業協同組合連合会代表理事

専務(現在)

平成18年１月 当社取締役(現在)

取締役 木 村 春 雄 昭和16年２月５日生

昭和63年８月 鹿島台町農業協同組合(現 みどり

の農業協同組合)組合長理事

―

平成５年４月 鹿島台町農業協同組合(現 みどり

の農業協同組合)代表理事組合長

平成17年６月 全国農業協同組合連合会宮城県本

部運営委員会会長(現在)

平成17年７月 みどりの農業協同組合代表理事会

長(現在)

平成18年１月 当社取締役(現在)

取締役 山 﨑 周 二 昭和29年６月13日生

昭和53年４月 全国農業協同組合連合会入会

―

平成17年８月 全国農業協同組合連合会肥料農薬

部次長

平成19年１月 全国農業協同組合連合会肥料農薬

部長(現在)

平成19年１月 当社取締役(現在)

取締役 鈴 木 與 平 昭和16年８月８日生

昭和42年４月 鈴与株式会社入社

47

昭和52年11月 鈴与株式会社代表取締役社長(現

在)

平成２年９月 鈴与商事株式会社代表取締役会長

(現在)

平成６年１月 当社取締役(現在)

取締役 乾   精 治 昭和19年９月３日生

昭和62年６月 株式会社駿河銀行(現 スルガ銀行

株式会社)取締役

―
平成元年４月 株式会社駿河銀行常務取締役

平成11年６月 株式会社駿河銀行代表取締役専務

(現在)

平成13年１月 当社取締役(現在)

取締役 土佐谷 雄 美 昭和26年３月９日生

昭和44年４月 静岡県経済農業協同組合連合会入

会

―

平成15年４月 静岡県経済農業協同組合連合会生

産資材部長

平成17年１月 当社取締役(現在)

平成17年４月 静岡県経済農業協同組合連合会管

理部長(現在)



 
(注)  監査役小池一平及び監査役赤堀三代治は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数 
(千株)

常勤監査役 春 日 三七男 昭和21年４月１日生

昭和42年４月 当社入社

5

平成９年12月 当社名古屋支店長

平成11年８月 当社東京支店長

平成16年１月 当社特販部長

平成17年１月 当社取締役特販部長

平成19年１月 当社常勤監査役(現在)

監査役 小 池 一 平 昭和30年１月11日生

昭和53年４月 全国農業協同組合連合会入会

―

平成15年７月 全国農業協同組合連合会経済事業

改革推進部次長

平成17年７月 全国農業協同組合連合会関連事業

部長

平成18年１月 全国農業協同組合連合会営農総合

対策部長(現在)

平成18年１月 当社監査役(現在)

監査役 兼 子 静 夫 昭和８年４月20日生

昭和27年４月 当社入社

5

昭和60年１月 当社営業本部営業推進部長

昭和62年８月 当社資材部長

昭和63年７月 当社秘書室長

平成元年１月 当社常務取締役営業本部長

平成６年６月 当社取締役

平成６年６月 株式会社理研グリーン代表取締役

社長

平成７年１月 当社監査役(現在)

平成16年６月 株式会社理研グリーン取締役会長

(現在)

監査役 赤 堀 三代治 昭和26年１月11日生

昭和49年４月 静岡県経済農業協同組合連合会入

会

―

平成15年４月 静岡県経済農業協同組合連合会検

査室長

平成18年４月 静岡県経済農業協同組合連合会監

査室長(現在)

平成19年１月 当社監査役(現在)

計 622



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当グループは経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するとともに、株主重視の観点で法令・

倫理の遵守及び経営の透明性を高めるために、経営管理体制の充実を図っていくことが重要な課題と位

置づけております。 

(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの状況、リスク管理体制の整備の状況 

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの状況 

当社は、経営管理組織として、「取締役会」、「経営会議」、「常勤役員会」を設置しておりま

す。 

「取締役会」は、取締役15名で構成され、経営チェック機能を強化する観点から社外監査役も出

席しております。 

「経営会議」は役付取締役で構成され、原則週１回開催し重要な経営戦略及び業務執行に関して

協議を行っております。 

「常勤役員会」は常勤の役員で構成され、原則月２回開催し業務執行の意思決定を行っておりま

す。 

② 内部監査、監査役監査、リスク管理体制、弁護士及び会計監査の状況 

当社は、監査役制度を採用しており、「監査役会」は監査役４名(うち社外監査役２名)で構成さ

れております。 

常勤監査役は取締役会だけでなく経営会議、常勤役員会その他社内重要会議に出席し、業務執行

に対する監査機能の強化を図っております。 

当社は、会社全般のコンプライアンスに係る事項を統括する部門として「コンプライアンス統括

室」（専任２名、兼任２名）を設置するとともに、コンプライアンス統括室担当役員を委員長とす

る「コンプライアンス委員会」を設置しております。コンプライアンス体制の構築とコンプライア

ンスの周知徹底を図るため、コンプライアンスに関する行動憲章、行動規範と内部通報制度（ヘル

プライン）等を整備し、コンプライアンス体制を推進しております。また、コンプライアンス統括

室長は常勤監査役とともに社内重要会議に出席し、当社及びグループ会社の業務及び財産状況を監

査しており、内部統制システムやリスク管理体制等の整備を図るとともにコンプライアンスに基づ

く監査体制の充実にも努めてまいります。 

当社は、複数の弁護士と顧問契約を締結し、法務上のアドバイスを受けております。 

当社は、芙蓉監査法人と監査契約を締結し、会社法及び証券取引法の会計に関する監査を受けて

おります。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、杉村貞良氏（継続監査年数16年）及び伊

藤隆之氏であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士８名、会計士補２名、その他３名であ

ります。当社と会計監査人との間には利害関係はありません。 

なお、監査役会、コンプライアンス統括室及び会計監査人は必要に応じて連携を取り、監査業務

を行っております。 



 

  

(3) 会社と社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 

社外監査役２名のうち、１名は当社筆頭株主であり当社主要取引先である全国農業協同組合連合会の

営農総合対策部長、１名は当社主要株主であり当社主要取引先である静岡県経済農業協同組合連合会の

監査室長であります。 

(4) 役員報酬の内容 

・取締役及び監査役に支払った報酬 

 取締役 106百万円（使用人兼務取締役の使用人給与相当額22百万円を除く） 

 監査役  15百万円 

・当期中の株主総会決議により支給した退職慰労金 

 取締役   0百万円 

(5) 監査報酬の内容 

会計監査人である芙蓉監査法人に対する公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１項に規定す

る業務に基づく当期の報酬は35百万円（連結子会社分を含む）であり、それ以外の報酬はありません。

  



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前連結会計年度(平成16年11月１日から平成17年10月31日まで)については、「財務諸表等の

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

５号)附則第２項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則を適用しております。 

また、前連結会計年度(平成16年11月１日から平成17年10月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規

則に基づき、当連結会計年度(平成17年11月１日から平成18年10月31日まで)は、改正後の連結財務諸表

規則に基づいて作成しております。 

ただし、当連結会計年度(平成17年11月１日から平成18年10月31日まで)は、「財務諸表等の監査証

明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成18年４月26日 内閣府令第56号)附則第２項に

より、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「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、前事業年度(平成16年11月１日から平成17年10月31日まで)については、「財務諸表等の用

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

号)附則第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則を適用しております。 

また、前事業年度(平成16年11月１日から平成17年10月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基

づき、当事業年度(平成17年11月１日から平成18年10月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づい

て作成しております。 

ただし、当事業年度(平成17年11月１日から平成18年10月31日まで)は、「財務諸表等の監査証明に

関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成18年４月26日 内閣府令第56号)附則第２項によ

り、改正前の財務諸等表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、前連結会計年度(平成16年11月１日から平成17年10月

31日まで)及び前事業年度(平成16年11月１日から平成17年10月31日まで)並びに当連結会計年度(平成17年

11月１日から平成18年10月31日まで)及び当事業年度(平成17年11月１日から平成18年10月31日まで)の連

結財務諸表及び財務諸表について、芙蓉監査法人の監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

 
  

前連結会計年度
(平成17年10月31日)

当連結会計年度 
(平成18年10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
(％)

資産の部

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 10,699 12,031

 ２ 受取手形及び売掛金 6,021 5,784

 ３ 有価証券 1,079 ―

 ４ たな卸資産 7,823 8,618

 ５ 繰延税金資産 554 593

 ６ その他 481 401

 ７ 貸倒引当金 △1 △1

   流動資産合計 26,656 49.6 27,425 50.5

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 (注1)

  １ 建物及び構築物 3,857 3,895

  ２ 機械装置及び運搬具 818 1,074

  ３ 土地 (注3) 6,305 6,303

  ４ 建設仮勘定 ― 82

  ５ その他 307 316

    有形固定資産合計 11,287 11,669

 (2) 無形固定資産 209 214

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 (注2) 14,294 13,916

  ２ 繰延税金資産 74 93

  ３ その他 (注2) 1,229 1,045

  ４ 貸倒引当金 △9 △10

    投資その他の資産合計 15,587 15,045

    固定資産合計 27,083 50.4 26,927 49.5

 資産合計 53,739 100.0 54,353 100.0



 
  

前連結会計年度
(平成17年10月31日)

当連結会計年度 
(平成18年10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
(％)

負債の部

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 6,597 6,948

 ２ 短期借入金 (注3) 25 42

 ３ 未払金 1,085 1,906

 ４ 未払法人税等 55 201

 ５ 賞与引当金 483 466

 ６ その他 209 317

    流動負債合計 8,454 15.7 9,880 18.2

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 (注3) 50 119

 ２ 長期未払金 53 47

 ３ 繰延税金負債 1,865 1,666

 ４ 退職給付引当金 2,444 2,268

 ５ 役員退職慰労引当金 369 403

 ６ 連結調整勘定 19 ―

 ７ その他 33 33

    固定負債合計 4,833 9.0 4,535 8.3

    負債合計 13,287 24.7 14,415 26.5

少数株主持分

  少数株主持分 1,699 3.2 ― ―

資本の部

Ⅰ 資本金 (注4) 4,534 8.4 ― ―

Ⅱ 資本剰余金 4,833 9.0 ― ―

Ⅲ 利益剰余金 27,401 51.0 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 3,322 6.2 ― ―

Ⅴ 為替換算調整勘定 △232 △0.4 ― ―

Ⅵ 自己株式 (注5) △1,104 △2.1 ― ―

    資本合計 38,754 72.1 ― ―

  負債、少数株主持分 
  及び資本合計

53,739 100.0 ― ―



 
  

前連結会計年度
(平成17年10月31日)

当連結会計年度 
(平成18年10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
(％)

純資産の部

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 4,534 8.3

 ２ 資本剰余金 ― ― 4,833 8.9

 ３ 利益剰余金 ― ― 27,203 50.0

 ４ 自己株式 ― ― △1,113 △2.0

    株主資本合計 ― ― 35,457 65.2

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― ― 2,987 5.5

 ２ 為替換算調整勘定 ― ― △214 △0.4

    評価・換算差額等合計 ― ― 2,773 5.1

Ⅲ 少数株主持分 ― ― 1,709 3.1

    純資産合計 ― ― 39,938 73.5

    負債及び純資産合計 ― ― 54,353 100.0



② 【連結損益計算書】 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10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
(％)

Ⅰ 売上高 38,835 100.0 39,101 100.0

Ⅱ 売上原価 29,237 75.3 29,377 75.1

   売上総利益 9,598 24.7 9,724 24.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費
(注1, 
  2)

8,961 23.1 9,061 23.2

   営業利益 637 1.6 663 1.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 11 23

 ２ 受取配当金 137 127

 ３ 持分法による投資利益 157 161

 ４ 連結調整勘定償却額 37 19

 ５ 為替差益 ― 16

 ６ その他の営業外収益 152 494 1.3 136 483 1.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 2 2

 ２ 売上割引 48 47

 ３ たな卸資産廃棄損 171 121

 ４ たな卸資産評価損 128 ―

 ５ 為替差損 47 ―

 ６ その他の営業外費用 27 422 1.1 138 308 0.8

   経常利益 709 1.8 838 2.1

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産処分益 (注3) 187 82

 ２ 投資有価証券売却益 78 146

 ３ 貸倒引当金戻入益 7 272 0.7 1 229 0.6

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 (注4) 69 322

 ２ 減損損失 (注5) ― 277

 ３ 固定資産圧縮損 4 ―

 ４ 廃棄品処理費用 43 115 0.3 143 742 1.9

   税金等調整前当期純利益 866 2.2 325 0.8

   法人税、住民税及び事業税 139 249

   法人税等調整額 191 330 0.8 △36 213 0.5

   少数株主利益(控除) 78 0.2 65 0.2

   当期純利益 458 1.2 47 0.1



③ 【連結剰余金計算書】 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 4,832

Ⅱ 資本剰余金増加高

   自己株式処分差益 0 0

Ⅲ 資本剰余金期末残高 4,833

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 27,187

Ⅱ 利益剰余金増加高

   当期純利益 458 458

Ⅲ 利益剰余金減少高

   配当金 244 244

Ⅳ 利益剰余金期末残高 27,401



④ 【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31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

平成17年10月31日残高(百万円) 4,534 4,833 27,401 △1,104 35,664

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △244 △244

 当期純利益 47 47

 自己株式の処分 0 0 0

 自己株式の取得 △10 △10

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

ー 0 △198 △9 △207

平成18年10月31日残高(百万円) 4,534 4,833 27,203 △1,113 35,457

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17年10月31日残高(百万円) 3,322 △232 3,090 1,699 40,452

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △244

 当期純利益 47

 自己株式の処分 0

 自己株式の取得 △10

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△335 18 △317 10 △307

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△335 18 △317 10 △514

平成18年10月31日残高(百万円) 2,987 △214 2,773 1,709 39,938



⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

区分
注記
番号

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

 １ 税金等調整前当期純利益 866 325

 ２ 減価償却費 659 679

 ３ 減損損失 ― 277

 ４ 連結調整勘定償却額 △37 △19

 ５ 投資有価証券売却益 △78 △146

 ６ 有形固定資産売却益 △187 △82

 ７ 有形固定資産除却損 38 298

 ８ 貸倒引当金の増減額 △257 1

 ９ 賞与引当金の減少額 △38 △18

 10 退職給付引当金の減少額 △150 △176

 11 役員退職慰労引当金の増減額 △44 33

 12 受取利息及び受取配当金 △148 △151

 13 支払利息 2 2

 14 持分法による投資利益 △157 △161

 15 売上債権の減少額 416 237

 16 たな卸資産の増加額 △818 △795

 17 仕入債務の増加額 93 350

 18 固定化営業債権の減少額 450 ―

 19 その他 △352 355

    小計 257 1,012

 20 利息及び配当金の受取額 188 207

 21 利息の支払額 △2 △2

 22 法人税等の支払額 △283 △26

   営業活動によるキャッシュ・フロー 161 1,191

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有価証券の取得による支出 △1,078 ―

 ２ 有価証券の売却による収入 1,078 1,079

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △498 △822

 ４ 有形固定資産の売却による収入 209 85

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △2,411 △96

 ６ 投資有価証券の売却による収入 184 176

 ７ その他 242 △107

   投資活動によるキャッシュ・フロー △2,274 315

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入れによる収入 100 120

 ２ 長期借入金の返済による支出 △31 △34

 ３ 自己株式の取得による支出 △12 △9

 ４ 配当金の支払額 △243 △244

 ５ 少数株主への配当金の支払額 △8 △8

 ６ その他 △6 △4

   財務活動によるキャッシュ・フロー △200 △178

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 21 5

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △2,292 1,332

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 12,991 10,699

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 10,699 12,031



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

１ 連結の範囲に関する事項
 (1) 連結子会社の数
    ５社
   連結子会社名

 尾道クミカ工業㈱、㈱エコプロ・リサーチ、
㈱クミカ物流、日本印刷工業㈱、ケイ・アイ
ケミカルU.S.A.,INC

１ 連結の範囲に関する事項
 (1) 連結子会社の数
    ５社 
   連結子会社名

同左

 (2) 非連結子会社名
    ケイアイ情報システム㈱

 (2) 非連結子会社名
同左

 (3) 連結の範囲から除いた理由
 非連結子会社は小規模会社であり、総資産、売
上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余
金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表
に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲か
ら除外しています。

 (3) 連結の範囲から除いた理由
同左

２ 持分法の適用に関する事項
 (1) 持分法適用の関連会社の数
    ４社
   主要な持分法適用関連会社名
    ㈱理研グリーン、ケイ・アイ化成㈱

２ 持分法の適用に関する事項
 (1) 持分法適用の関連会社の数
    ４社
   主要な持分法適用関連会社名

同左
 (2) 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
 持分法非適用の非連結子会社(ケイアイ情報シス
テム㈱)及び関連会社(イハラ代弁㈱他)は、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）等からみて、持分法の対象から除いて
も連結財務諸表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から
除外しています。

 (2) 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
 連結子会社の決算日と連結決算日は、一致してい
ます。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
同左

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
  ① 有価証券
    満期保有目的の債券
     償却原価法
    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、
売却原価は総平均法により算定）

     時価のないもの
      総平均法による原価法

４ 会計処理基準に関する事項
 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
  ① 有価証券
    満期保有目的の債券

同左
    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
価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は総平均法により算定）

     時価のないもの
同左

  ② たな卸資産
  当社及び国内連結子会社は主として総平均法
による低価法

  在外連結子会社は個別法による低価法

  ② たな卸資産
同左



 
  

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ① 有形固定資産
  主として定率法

   但し、平成10年４月１日以降に取得した建物
(建物附属設備を除く)については定額法によっ
ています。

   なお、耐用年数及び残存価額については、法
人税法に規定する方法と同一の基準によってい
ます。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ① 有形固定資産

同左

  

  ② 無形固定資産
  定額法

   耐用年数については、法人税法に規定する方
法と同一の基準によっています。

   但し、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
法によっています。

  ② 無形固定資産

同左

  

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金
   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般
債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しています。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

同左

  ② 賞与引当金
   従業員への賞与支給に備えるため、支給見込
額の当期負担額を計上しています。

  ② 賞与引当金

同左

  ③ 退職給付引当金
   従業員の将来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ます。

   なお、会計基準変更時差異(退職給付引当金超
過額536百万円)については、15年による按分額
を計上しています。

   また、数理計算上の差異については、各連結
会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）による定額法により
翌連結会計年度から費用処理することとしてい
ます。

  ③ 退職給付引当金

同左

  ④ 役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社
及び国内連結子会社は内規に基づく当期末要支
給額を計上しています。

  ④ 役員退職慰労引当金

同左



 
  

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

 (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
処理によっています。

 (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

  ① ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理を採用しています。なお、振
当処理の要件を満たしている為替予約について
は、振当処理を行っております。

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

同左

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段……為替予約
  ヘッジ対象……外貨建予定取引

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  ③ ヘッジ方針

   外貨建予定取引の為替変動リスクをヘッジす
るためにのみ為替予約を実施しています。

  ③ ヘッジ方針

同左

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

   それぞれのヘッジ手段とヘッジ対象が対応し
ていることを確認することにより、有効性を評
価しています。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (6) 消費税等の処理方法

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式
によっています。

 (6) 消費税等の処理方法

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時

価評価法によっています。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ 連結調整勘定の償却に関する事項

 連結調整勘定は、原則として発生年度以降５年間

で均等償却していますが、金額が僅少な場合は発生

年度に全額償却しています。

６ 連結調整勘定の償却に関する事項

同左

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分につい

て連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作

成しています。

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項

――――

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

 手許資金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっています。

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

同左



(会計処理の変更) 
  

 
  

  

(追加情報) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

――――― 固定資産の減損に係る会計基準

  当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計

基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日企

業会計基準適用指針第６号）を適用しています。

  これにより、税金等調整前当期純利益が277百万

円減少しています。なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基づき当該資産の

金額から直接控除しています。

―――――
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

  当連結会計年度から「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）を適用してい

ます。なお、従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は38,230百万円であります。

  連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規

則により作成しています。

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年

法律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16

年４月１日以後に開始する連結会計年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当連結会計年度か

ら「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年２

月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）

に従い法人事業税の付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上しています。

この結果、販売費及び一般管理費が30百万円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

がそれぞれ同額減少しています。

―――――



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(平成17年10月31日)

当連結会計年度
(平成18年10月31日)

注１ 有形固定資産の減価償却累計額は、17,092百万円

です。

注１ 有形固定資産の減価償却累計額は、16,330百万円

です。

注２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりです。

投資有価証券(株式) 4,354百万円

出資金 324

注２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりです。

投資有価証券(株式) 4,500百万円

出資金 324

 

注３ 担保資産及び担保付債務

    担保に供している資産は、次のとおりです。

土地 31百万円

計 31

    担保付債務は、次のとおりです。

短期借入金 25百万円

長期借入金 50

計 75

 

注３ 担保資産及び担保付債務

    担保に供している資産は、次のとおりです。

土地 31百万円

計 31

    担保付債務は、次のとおりです。

短期借入金 25百万円

長期借入金 25

計 50

注４ 当社の発行済株式総数は、普通株式86,977千株で

す。

――――

注５ 連結会社、持分法を適用した関連会社が保有する

連結財務諸表提出会社の株式の数は、普通株式

5,945千株です。

――――



(連結損益計算書関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

注１ 販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は、次

のとおりです。

給料手当 2,175百万円

福利厚生費 402

退職給付費用 208

賞与引当金繰入額 323

運賃保管料 994

販売促進費 766

支払手数料 636

減価償却費 287

試験研究費 1,089

注１ 販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は、次

のとおりです。

給料手当 2,124百万円

福利厚生費 404

退職給付費用 168

賞与引当金繰入額 333

運賃保管料 1,021

販売促進費 753

支払手数料 684

減価償却費 278

試験研究費 1,225

注２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費                2,378百万円

注２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

一般管理費 2,529百万円

当期製造費用 ―

計 2,529

 

注３ 固定資産処分益の内訳は、次のとおりです。

土地売却益 187百万円

注３ 固定資産処分益の内訳は、次のとおりです。

土地売却益 79百万円

機械装置売却益 3

計 82

注４ 固定資産処分損の内訳は、次のとおりです。

建物及び構築物除却損 21百万円

機械装置及び運搬具除却損 15

その他の有形固定資産除却損 2

有形固定資産撤去費用 30

有形固定資産売却損 0

計 69

注４ 固定資産処分損の内訳は、次のとおりです。

建物及び構築物除却損 55百万円

機械装置及び運搬具除却損 60

その他の有形固定資産除却損 8

有形固定資産撤去費用 197

有形固定資産売却損 2

計 322

          ――――

 

注５ 減損損失

    当連結会計年度において、当グループは以下の

資産について減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 金額

投資資産 山林 北海道福島町 243百万円

農薬製造設備 機械装置 静岡県静岡市 35

    投資資産の山林（投資その他の資産 その他）

について、時価が著しく下落したこと、また、農

薬製造設備については、生産数量の減少による工

場の集約を図り、製造設備の一部を休止したこと

により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（277百万円）として特別損

失に計上しました。

    当社は事業の種類別セグメント（化学品事業、

その他事業）を基に資産のグルーピングを行い、

賃貸資産、投資資産及び遊休資産については、

個々の資産単位で資産のグルーピングを行いまし

た。なお、当該資産の回収可能額は正味売却価額

により測定しており、山林については固定資産税

評価額及び相続税評価額を基準として評価してい

ます。



(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

   
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取り              31,250株 

 関連会社による取得                 626株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増し請求による売渡し      1,203株 

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 86,977,709 ― ― 86,977,709

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,944,977 31,876 1,203 5,975,650

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１月27日 
定時株主総会

普通株式 244 3 平成17年10月31日 平成18年１月30日

決議 株式の種類 配当の原資
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19年１月30日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 244 3 平成18年10月31日 平成19年１月31日

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

 １ 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は、次のと

おりです。

現金及び預金勘定 10,699百万円

現金及び現金同等物 10,699

 １ 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は、次のと

おりです。

現金及び預金勘定 12,031百万円

現金及び現金同等物 12,031



(リース取引関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10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

 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

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

機械装置 
及び運搬具

工具器具 
備品

合計

百万円 百万円 百万円

取得価額 
相当額

215 183 398

減価償却 
累計額相当額

132 100 232

期末残高 
相当額

83 83 166

 

機械装置
及び運搬具

工具器具 
備品

合計

百万円 百万円 百万円

取得価額
相当額

165 200 365

減価償却
累計額相当額

111 95 206

期末残高
相当額

55 105 160

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 66百万円

１年超 100

合計 166

  

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 62百万円

１年超 98

合計 160

 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 73百万円

減価償却費相当額 73

  

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 66百万円

減価償却費相当額 66

 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

る定額法によっています。

    上記①及び②の取得価額相当額及び未経過リー

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います。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前連結会計年度(平成16年11月１日から平成17年10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 
  

 
株式等の減損にあたっては、期末の時価が取得原価より50％以上下落した場合のほか、期末の時価が30％以上50％未

満下落した場合で、①時価が過去２年間30％以上下落した状態にある場合、②直近の決算が債務超過である場合、③２

期連続で損失を計上し、翌期も損失が予想されるなどの場合には通常回復可能性なしと判断しています。 

  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
  

 
  

４ 時価評価されていない有価証券 
  

 
  

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後の償還予定額 
  

 
  

区分 連結貸借対照表計上額 時価 差額

時価が連結貸借対照表計上額を超えるも
の

―百万円 ―百万円 ―百万円

時価が連結貸借対照表計上額を超えない
もの

  国債・地方債等 2,411 2,393 △18

  社 債 ― ― ―

  その他 1,079 1,078 △1

小計 3,489 3,471 △18

合計 3,489 3,471 △18

区分 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの

株式 1,488百万円 7,120百万円 5,632百万円

小計 1,488 7,120 5,632

連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの

― ― ―

合計 1,488 7,120 5,632

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

96百万円 78百万円 ―百万円

区分 連結貸借対照表計上額

子会社株式及び関連会社株式 4,354百万円

その他有価証券
非上場株式
利付金融債

208
200

合計 4,762

区分 １年以内 １年超５年以内

債券

  国債・地方債等 ―百万円 2,411百万円

  社 債 ― ―

  その他 1,079 200

合計 1,079 2,611



当連結会計年度(平成17年11月１日から平成18年10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 
  

 
株式等の減損にあたっては、期末の時価が取得原価より50％以上下落した場合のほか、期末の時価が30％以上50％未

満下落した場合で、①時価が過去２年間30％以上下落した状態にある場合、②直近の決算が債務超過である場合、③２

期連続で損失を計上し、翌期も損失が予想されるなどの場合には通常回復可能性なしと判断しています。 

  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
  

 
  

４ 時価評価されていない有価証券 
  

 
  

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後の償還予定額 
  

 
  

区分 連結貸借対照表計上額 時価 差額

時価が連結貸借対照表計上額を超えるも
の

―百万円 ―百万円  ―百万円

時価が連結貸借対照表計上額を超えない
もの

  国債・地方債等 2,407 2,386 △21

  社 債 ― ― ―

  その他 ― ― ―

小計 2,407 2,386 △21

合計 2,407 2,386 △21

区分 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの

株式 1,458百万円 6,506百万円 5,048百万円

その他 10 10 1

小計 1,468 6,516 5,048

連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの

― ― ―

合計 1,468 6,516 5,048

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

176百万円 146百万円 ―百万円

区分 連結貸借対照表計上額

子会社株式及び関連会社株式 4,500百万円

その他有価証券
非上場株式
利付金融債

293
200

合計 4,993

区分 １年以内 １年超５年以内

債券

  国債・地方債等 600百万円 1,807百万円

  社 債 ― ―

  その他 200 ―

合計 800 1,807



(デリバティブ取引関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

① 取引の状況に関する事項

  当社は、通常の外貨建輸出入取引に係る為替変動リ

スクに備えるためにのみ為替予約取引を利用すること

としており、その他の投機目的の取引等は行わない方

針であります。

  従って、これらの取引において、損失の発生リスク

はありません。また、当社のデリバティブ取引の契約

先は信用度の高い国内の金融機関であるため、相手方

の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識して

おります。

  なお、当社のデリバティブ取引の実行及び管理は、

社内規程に基づき事業担当部門が財務担当役員と合議

を行い、決裁権限者の承認を得て行っております。

① 取引の状況に関する事項

同左

② 取引の時価等に関する事項

  該当事項は、ありません。

  なお、ヘッジ会計を適用しているものについては、

開示の対象から除いています。

② 取引の時価等に関する事項

同左



(退職給付関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要 １ 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けて

います。また、国内連結子会社のうち２社はこれら

の制度の他、中小企業退職金共済制度を設けていま

す。

同左

２ 退職給付債務に関する事項 ２ 退職給付債務に関する事項

 

①退職給付債務 △3,960百万円

②年金資産 1,619

③未積立退職給付債務(①＋②) △2,341

④未認識数理計算上の差異 254

⑤会計基準変更時差異の未処理額 △357

退職給付引当金(③＋④＋⑤) △2,444

(注) 国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しています。

 

①退職給付債務 △3,954百万円

②年金資産 1,592

③未積立退職給付債務(①＋②) △2,361

④未認識数理計算上の差異 415

⑤会計基準変更時差異の未処理額 △322

退職給付引当金(③＋④＋⑤) △2,268

 (注)         同左

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項

 

勤務費用 206百万円

利息費用 76

期待運用収益 △25

数理計算上の差異の費用処理額 79

会計基準変更時差異の未処理額 △36

退職給付費用合計 300

(注) 簡便法を採用している国内連結子会社の退職給

付費用は、「勤務費用」に計上しています。

 

勤務費用 181百万円

利息費用 66

期待運用収益 △25

数理計算上の差異の費用処理額 50

会計基準変更時差異の未処理額 △36

退職給付費用合計 236

 (注)         同左

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.0％

期待運用収益率 2.0％

数理計算上の差異の処理年数 10年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数による定額法により翌連結会計年度から費
用処理することとしています。)

会計基準変更時差異の処理年数 15年

           同左

    



(税効果会計関係)  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 941百万円

 役員退職慰労引当金 148

賞与引当金 194

貸倒引当金 3

委託試験費損金不算入額 219

繰越欠損金 72

その他 100

繰延税金資産合計 1,676

繰延税金負債

固定資産買換積立金 △631

固定資産買換特別勘定積立金 △59

その他有価証券評価差額 △2,194

その他 △30

繰延税金負債合計 △2,914

繰延税金資産の純額 △1,237
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 894百万円

役員退職慰労引当金 162

賞与引当金 185

委託試験費損金不算入額 245

減損損失 109

その他 217

繰延税金資産小計 1,811

評価性引当金 △127

繰延税金資産合計 1,685

繰延税金負債

固定資産買換積立金 △668

その他有価証券評価差額 △1,973

その他 △23

繰延税金負債合計 △2,664

繰延税金資産の純額 △980

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因の主な項目別内訳

法定実効税率 39.8％

交際費等永久に損金算入されない
項目

7.0

受取配当金等永久に益金算入され
ない項目

△2.0

住民税均等割 3.6

持分法による投資利益 △7.4

その他 △2.9

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

38.1

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因の主な項目別内訳

法定実効税率 39.8％

交際費等永久に損金算入されない
項目

18.1

受取配当金等永久に益金算入され
ない項目

△5.1

住民税均等割 9.6

持分法による投資利益 △19.7

試験研究費等の税額控除 △7.9

評価性引当額 29.2

その他 1.7

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

65.6



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年11月１日 至 平成17年10月31日) 

 
(注) １ 事業の区分は、製品（商品及び役務提供を含む）の種類・性質及び販売市場の類似性を考慮して決定してい

ます。 

２ 各区分の主な事業等 

(1) 化学品事業…………農薬・有機中間体等の化学品製造販売事業、環境中の化学物質計量事業 

(2) その他の事業………各種印刷物の製造販売事業、運送・倉庫事業、不動産賃貸事業 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(653百万円)の主なものは、親会社本社の

総務部門等管理部門に係る費用です。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(13,271百万円)の主なものは、親会社での余資運用資金

(預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等です。 

  

化学品事業 
(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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 35,784 3,051 38,835 ― 38,835

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

0 1,209 1,209 (1,209) ―

計 35,784 4,260 40,044 (1,209) 38,835

営業費用 34,752 3,847 38,600 (401) 38,198

営業利益 1,038 400 1,438 (802) 637

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 
   資産 
   減価償却費 
   資本的支出

 
 

35,991 
526 
346

 
4,725 
123 
223

 
40,716 
649 
569

 
 

13,023 
7 
20

 
53,739 
656 
589



当連結会計年度(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日) 

 
(注) １ 事業の区分は、製品（商品及び役務提供を含む）の種類・性質及び販売市場の類似性を考慮して決定してい

ます。 

２ 各区分の主な事業等 

(1) 化学品事業…………農薬・有機中間体等の化学品製造販売事業、環境中の化学物質計量事業 

(2) その他の事業………各種印刷物の製造販売事業、運送・倉庫事業、不動産賃貸事業 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(615百万円)の主なものは、親会社本社の

総務部門等管理部門に係る費用です。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(14,392百万円)の主なものは、親会社での余資運用資金

(預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等です。 

  

化学品事業 
(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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 36,188 2,913 39,101 ― 39,101

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

0 1,168 1,168 (1,168) ―

計 36,188 4,081 40,269 (1,168) 39,101

営業費用 35,170 3,828 38,997 (560) 38,438

営業利益 1,018 253 1,271 (608) 663

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 
   資産 
   減価償却費 
   資本的支出

 
 

35,411 
480 
866

 
4,759 
188 
365

 
40,170 
667 
1,231

 
 

14,183 
8 
19

54,353
675
1,249



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年11月１日 至 平成17年10月31日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域  

北米 … 米国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(653百万円)の主なものは、親会社本社の

総務部門等管理部門に係る費用です。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(13,271百万円)の主なものは、親会社での余資運用資金

(預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等です。 

  

当連結会計年度(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域  

北米 … 米国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(615百万円)の主なものは、親会社本社の

総務部門等管理部門に係る費用です。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(14,392百万円)の主なものは、親会社での余資運用資金

(預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等です。 

  

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 36,304 2,531 38,835 ― 38,835

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

1,638 24 1,663 (1,663) ―

計 37,943 2,555 40,498 (1,663) 38,835

営業費用 36,732 2,477 39,208 (1,010) 38,198

営業利益 1,211 78 1,289 (653) 637

Ⅱ 資産 39,900 602 40,502 13,237 53,739

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 35,518 3,583 39,101 ― 39,101

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

2,365 30 2,395 (2,395) ―

計 37,883 3,613 41,496 (2,395) 39,101

営業費用 36,655 3,562 40,217 (1,780) 38,438

営業利益 1,228 51 1,278 (615) 663

Ⅱ 資産 38,560 1,408 39,968 14,385 54,353



【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年11月１日 至 平成17年10月31日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(北米) 米国、(中南米) ブラジル、コロンビア、ベネズエラ、(アジア)  ベトナム、中国、韓国、タ
イ、(その他) エジプト、ドイツ 

  
当連結会計年度(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(北米) 米国、(中南米) ブラジル、コロンビア、ベネズエラ、(アジア)  タイ、ベトナム、韓国、フ
ィリピン、(その他) ドイツ、エジプト、オランダ 

  

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年11月１日 至 平成17年10月31日) 

法人主要株主 

  

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

価格その他の取引条件は、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しています。 
２ 取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでいます。 

  

当連結会計年度(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日) 

法人主要株主 

  

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

価格その他の取引条件は、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しています。 
２ 取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでいます。 

  

北米 中南米 アジア その他 合計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,244 2,093 2,930 1,481 8,748

Ⅱ 連結売上高(百万円) 38,835

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

5.8 5.4 7.5 3.8 22.5

北米 中南米 アジア その他 合計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,137 1,143 2,525 1,899 8,705

Ⅱ 連結売上高(百万円) 39,101

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

8.0 2.9 6.5 4.9 22.3

法人名 
(住所)

資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の 
被所有割合 
(％)

関係内容

取引内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

全国農業協同組合連合会
(東京都千代田区) 115,768

生産資材生
活用品の供
給等

直接 33.1 兼任
 3人

当社製品の
販売及び原
材料の仕入

製品の売上 20,903 売掛金 1,844

原材料の仕
入

7,277 買掛金 2,155

売上割引 48

法人名 
(住所)

資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の 
被所有割合 
(％)

関係内容

取引内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

全国農業協同組合連合会
(東京都千代田区) 115,752

生産資材生
活用品の供
給等

直接 33.1 兼任
 4人

当社製品の
販売及び原
材料の仕入

製品の売上 21,323 売掛金 1,573

原材料の仕
入

6,546 買掛金 1,643

売上割引 47



(１株当たり情報) 
  

 
（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。 

   ２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
   ３ １株当たり当期純利益額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
  

  

  

(重要な後発事象) 

前連結会計年度(自 平成16年11月１日 至 平成17年10月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日 至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日)

１株当たり純資産額 478.25円 １株当たり純資産額 471.96円

１株当たり当期純利益 5.65円 １株当たり当期純利益 0.58円

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額   
                           （百万円）

― 39,938

普通株式に係る純資産額     （百万円） ― 38,230

連結貸借対照表の純資産の部の合計額と１
株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式に係る連結会計年度末の純資産との差
額                        （百万円）

― 1,709

（うち、少数株主持分） （―） （1,709）

普通株式の発行済株式数     （千株） ― 86,978

普通株式の自己株式数       （千株） ― 5,976

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数                 （千株）

― 81,002

前連結会計年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

当期純利益         （百万円） 458 47

普通株主に帰属しない金額  （百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益  （百万円） 458 47

普通株式に係る期中平均株式数（千株） 81,047 81,012



⑥ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

 
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。 

２ 長期借入金及びその他の有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返

済予定額は、以下のとおりです。 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

区分
前期末残高 
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 ― ― ― ―

１年以内に返済予定の長期借入金 25 42 0.8 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

50 119 0.3 平成25年４月

その他の有利子負債 
 長期未払金

53 47 0.8 平成28年９月

合計 128 208 ― ―

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金(１年以内
に返済予定のものを
除く)

42 17 17 17

その他の有利子負債 
 長期未払金

6 6 6 6

合計 48 23 23 23



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 
  

前事業年度
(平成17年10月31日)

当事業年度 
(平成18年10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
(％)

資産の部

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 9,601 10,815

 ２ 売掛金 (注4) 5,191 4,803

 ３ 有価証券 979 ―

 ４ 商品・製品 5,347 5,373

 ５ 原材料 859 1,083

 ６ 仕掛品 1,444 1,980

 ７ 貯蔵品 15 19

 ８ 繰延税金資産 491 525

 ９ 未収入金 355 312

 10 その他の流動資産 39 37

   流動資産合計 24,320 52.7 24,947 54.0

Ⅱ 固定資産 (注1)

 (1) 有形固定資産

  １ 建物 8,973 8,914

  ２ 構築物 1,828 1,851

  ３ 機械及び装置 5,645 4,872

  ４ 車輛及び運搬具 79 73

  ５ 工具、器具及び備品 1,815 1,806

  ６ 土地 5,346 5,343

  ７ 建設仮勘定 ― 79

計 23,687 22,939

    減価償却累計額 △14,436 △13,565

   有形固定資産合計 9,251 9,374

 (2) 無形固定資産

  １ 借地権 44 44

  ２ ソフトウェア 68 81

  ３ 電話利用権 14 14

  ４ その他の無形固定資産 61 54

   無形固定資産合計 188 193



 
  

前事業年度
(平成17年10月31日)

当事業年度 
(平成18年10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
(％)

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 9,316 8,842

  ２ 関係会社株式 1,887 1,887

  ３ 出資金 2 2

  ４ 関係会社出資金 324 324

  ５ 長期前払費用 12 13

  ６ 山林 398 154

  ７ 保険積立金 359 409

  ８ その他の投資 68 68

  ９ 貸倒引当金 △8 △8

   投資その他の資産合計 12,357 11,690

   固定資産合計 21,795 47.3 21,257 46.0

   資産合計 46,115 100.0 46,204 100.0

負債の部

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 38 ―

 ２ 買掛金 (注4) 6,094 6,287

 ３ 未払金 (注4) 1,163 1,988

 ４ 未払費用 (注4) 78 166

 ５ 未払法人税等 ― 114

 ６ 預り金 15 15

 ７ 前受収益 (注4) 22 21

 ８ 賞与引当金 364 353

 ９ その他の流動負債 28 48

   流動負債合計 7,802 16.9 8,993 19.5

Ⅱ 固定負債

 １ 繰延税金負債 1,865 1,666

 ２ 退職給付引当金 2,210 2,022

 ３ 役員退職慰労引当金 230 264

 ４ 預り保証金 (注4) 37 36

   固定負債合計 4,342 9.4 3,988 8.6

   負債合計 12,145 26.3 12,981 28.1



 
  

前事業年度
(平成17年10月31日)

当事業年度 
(平成18年10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
(％)

資本の部

Ⅰ 資本金 (注2) 4,534 9.8 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 4,832 ―

 ２ その他資本剰余金

  (1) 自己株式処分差益 1 1 ― ―

   資本剰余金合計 4,833 10.5 ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 1,134 ―

 ２ 任意積立金

  (1) 配当準備積立金 560 ―

  (2) 研究開発積立金 4,440 ―

  (3) 特別償却準備金 47 ―

  (4) 海外投資等損失準備金 209 ―

  (5) 固定資産買換積立金 955 ―

  (6) 別途積立金 14,300 20,511 ― ―

 ３ 当期未処分利益 744 ―

   利益剰余金合計 22,388 48.5 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 (注5) 3,250 7.0 ― ―

Ⅴ 自己株式 (注3) △1,034 △2.2 ― ―

   資本合計 33,971 73.7 ― ―

   負債及び資本合計 46,115 100.0 ― ―



 
  

前事業年度
(平成17年10月31日)

当事業年度 
(平成18年10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
(％)

純資産の部

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 4,534 9.8

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 4,832

  (2) その他資本剰余金 ― 1

    資本剰余金合計 ― ― 4,833 10.5

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 1,134

  (2) その他利益剰余金

    配当準備積立金 ― 560

    研究開発積立金 ― 4,440

    特別償却準備金 ― 35

    海外投資等損失準備金 ― 209

    固定資産買換積立金 ― 972

    別途積立金 ― 14,300

    繰越利益剰余金 ― 316

    利益剰余金合計 ― ― 21,967 47.5

 ４ 自己株式 ― ― △1,043 △2.3

   株主資本合計 ― ― 30,291 65.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

― ― 2,933 6.3

   評価・換算差額等合計 ― ― 2,933 6.3

   純資産合計 ― ― 33,223 71.9

   負債及び純資産合計 ― ― 46,204 100.0



② 【損益計算書】 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当事業年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10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
(％)

Ⅰ 売上高 34,792 100.0 34,890 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 商品・製品期首たな卸高 4,747 5,347

 ２ 当期商品仕入高 8,887 8,416

 ３ 当期製品製造原価 18,624 18,516

   合計 32,257 32,280

 ４ 他勘定振替高 (注1) 768 935

 ５ 商品・製品期末たな卸高 5,347 26,141 75.1 5,373 25,971 74.4

   売上総利益 8,651 24.9 8,919 25.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 (注2) 8,356 24.0 8,514 24.4

   営業利益 294 0.8 405 1.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2 3

 ２ 有価証券利息 2 6

 ３ 受取配当金 (注3) 182 185

 ４ 為替差益 ― 3

 ５ その他の営業外収益 131 316 0.9 120 317 0.9

Ⅴ 営業外費用

 １ 売上割引 48 47

 ２ たな卸資産廃棄損 171 121

 ３ たな卸資産評価損 128 ―

 ４ その他の営業外費用 21 368 1.1 130 298 0.9

   経常利益 243 0.7 424 1.2

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産処分益 (注4) 187 79

 ２ 投資有価証券売却益 78 146

 ３ 貸倒引当金戻入益 5 270 0.8 ― 225 0.6



 
  

前事業年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当事業年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10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
(％)

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 (注5) 55 314

 ２ 減損損失 (注6) ― 277

 ３ 固定資産圧縮損 4 ―

 ４ 廃棄品処理費用 43 101 0.3 143 734 2.1

   税引前当期純利益又は
   税引前当期純損失（△）

411 1.2 △85 △0.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

28 116

   法人税等調整額 176 204 0.6 △24 92 0.3

   当期純利益又は 
   当期純損失（△）

208 0.6 △177 △0.5

   前期繰越利益 536 ―

   当期未処分利益 744 ―



製造原価明細書 

  

 
(注) １ 原価計算の方法：部門別総合原価計算による実際原価で計算しています。 

２ 他勘定振替高は、仕掛品の廃棄処理等による営業外費用振替額です。 

  

前事業年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当事業年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10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 
(％)

Ⅰ 原材料費 17,123 90.0 17,077 89.6

Ⅱ 労務費 664 3.5 556 2.9

Ⅲ 経費 1,239 6.5 1,430 7.5

  (委託加工料) (421) (2.2) (688) (3.6)

  (減価償却費) (229) (1.2) (189) (1.0)

  (その他) (590) (3.1) (553) (2.9)

  当期総製造費用 19,027 100.0 19,063 100.0

  仕掛品期首たな卸高 1,070 1,444

合計 20,097 20,506

  他勘定振替高 (注2) 30 10

  仕掛品期末たな卸高 1,444 1,980

  当期製品製造原価 18,624 18,516



③ 【利益処分計算書】 

  

 
(注) 固定資産買換積立金、特別償却準備金及び固定資産買換特別勘定積立金は、租税特別措置法に基づく

ものであり、税効果会計適用後の金額です。 

  

前事業年度
株主総会承認日 
(平成18年１月27日)

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅰ 当期未処分利益 744

Ⅱ 任意積立金取崩高

   固定資産買換 
   積立金取崩高

42

   特別償却準備金取崩高 14 56

合計 799

Ⅲ 利益処分額

   配当金 244

   任意積立金

    特別償却準備金 13

    固定資産買換特別勘定
    積立金

89 346

Ⅳ 次期繰越利益 453



④ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日) 

  

 
  

  注 その他利益剰余金の内訳 

 
  

  

株主資本 評価・換算差額等

純資産  

合  計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合    計

その他有

価証券評

価差額金

評価・換

算差額等

合    計
資本  

準備金

その他  

資本  

剰余金

利益  

準備金

その他利

益剰余金

平成17年10月31日残高  
(百万円)

4,534 4,832 1 1,134 21,254 △1,034 30,721 3,250 3,250 33,971

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △244 △244 △244

 当期純損失 △177 △177 △177

 自己株式の処分 0 0 0 0

 自己株式の取得 △9 △9 △9

 株主資本以外の項目 
 の事業年度中の
 変動額(純額)

△317 △317 △317

事業年度中の変動額合
計 (百万円)

― ― 0 ― △421 △9 △430 △317 △317 △748

平成18年10月31日残高 
(百万円)

4,534 4,832 1 1,134 20,833 △1,043 30,291 2,933 2,933 33,223

配当準備 
積立金

研究開発 

積立金

特別償却 

準備金

海外投資等

損失準備金

固定資産買

換積立金

固定資産

買換特別

勘定積立金

別途積立金
繰越利益  

剰余金
合 計

平成17年10月31日残高 
(百万円)

560 4,440 47 209 955 ― 14,300 744 21,254

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △244 △244

 当期純損失 △177 △177

 特別償却準備金の
 積立

20 △20 ―

 特別償却準備金の
 取崩

△31 31 ―

 固定資産買換積立金
 の積立

116 △116 ―

 固定資産買換積立金
 の取崩

△98 98 ―

 固定資産買換特別勘 
 定積立金の積立

89 △89 ―

 固定資産買換特別勘 
 定積立金の取崩

△89 89 ―

事業年度中の変動額合計
(百万円)

― ― △11 ― 18 ― ― △427 △421

平成18年10月31日残高
(百万円)

560 4,440 35 209 972 ― 14,300 316 20,833



重要な会計方針 

  
前事業年度

(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当事業年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法
 (1) 満期保有目的の債券
  償却原価法
 (2) 子会社及び関連会社株式
  総平均法による原価法
 (3) 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、売却原価は総平
均法により算定)

  時価のないもの
  総平均法による原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法
 (1) 満期保有目的の債券

同左
 (2) 子会社及び関連会社株式

同左
 (3) 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
全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
平均法により算定)

  時価のないもの
同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法
  総平均法による低価法
   なお、商品・製品のうち経時変化等による不良
品については、評価減を行っています。

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法
同左

３ 固定資産の減価償却の方法
 (1) 有形固定資産
  定率法
   但し、平成10年４月１日以降に取得した建物(建
物附属設備を除く)については、定額法によってい
ます。

   なお、耐用年数及び残存価額については、法人
税法に規定する方法と同一の基準によっていま
す。

３ 固定資産の減価償却の方法
 (1) 有形固定資産

同左
       

 (2) 無形固定資産
  定額法
   耐用年数については、法人税に規定する方法と
同一の基準によっています。 
 但し、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
よっています。

 (2) 無形固定資産
同左

 (3) 長期前払費用
  期間均等償却

 (3) 長期前払費用
同左

４ 引当金の計上基準
 (1) 貸倒引当金
   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債
権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
については個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しています。

 (2) 賞与引当金
   従業員の賞与支給に備えるため、期末在籍従業
員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込額
を計上しています。

４ 引当金の計上基準
 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金
同左

 (3) 退職給付引当金
   従業員の将来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
づき計上しています。

   なお、会計基準変更時差異(退職給付引当金積立
超過636百万円)については15年による按分額を計
上しています。また、数理計算上の差異について
は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(10年)による定額法により
翌事業年度から費用処理することとしています。

 (3) 退職給付引当金
同左

 (4) 役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に
基づく期末要支給額を計上しています。

 (4) 役員退職慰労引当金
同左



 
  

前事業年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当事業年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

５ 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
によっています。

５ リース取引の処理方法

同左 

 

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理を採用しています。なお振当処
理の要件を満たしている為替予約については、振
当処理を行っています。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段…為替予約
  ヘッジ対象…外貨建予定取引

 (3) ヘッジ方針

   外貨建予定取引の為替変動リスクをヘッジする
ためにのみ為替予約を実施しています。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

   それぞれのヘッジ手段とヘッジ対象が対応して
いることを確認することにより、有効性を評価し
ています。

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3) ヘッジ方針

  同左 
 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

７ その他財務諸表作成のための重要な事項
 消費税等の会計処理
  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっています。

７ その他財務諸表作成のための重要な事項
 消費税等の会計処理

同左



(会計処理の変更) 

  

 
  

  

  

(追加情報) 
  

 
  

前事業年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当事業年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

――――  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）を適用しています。

  これにより、税引前当期純利益が277百万円減少し

当期純損失となっています。なお、減損損失累計額に

ついては、改正後の財務諸表等規則に基づき当該資産

の金額から直接控除しています。

――――  貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

  当事業年度から「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）を適用しています。なお、

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は33,223百

万円であります。

  財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

財務諸表等は、改正後の財務諸表等規則により作成し

ています。

前事業年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当事業年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準

委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しています。

この結果、販売費及び一般管理費が30百万円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ同額減少しています。

――――



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当事業年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

注１ 固定資産の取得価額から直接減額した国庫補助金

等の累計額68百万円です。

注１ 固定資産の取得価額から直接減額した国庫補助金

等の累計額68百万円です。

 

注２ 会社が発行する株式

    普通株式 200,000,000株

   発行済株式総数

    普通株式 86,977,709株

――――

注３ 自己株式

   当社が保有する自己株式の数は、普通株式

5,545,789株です。

――――

注４ 関係会社に対する資産・負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

売掛金 528百万円 買掛金 98百万円

未払金 273

その他の 
負債

51

注４ 関係会社に対する資産・負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

売掛金 1,139百万円 買掛金 71百万円

未払金 475

その他の 
負債

54

注５ 有価証券の時価評価により、純資産額が3,250百

万円(その他有価証券評価差額金)増加していま

す。当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により配当に充当することが制限されていま

す。

――――



(損益計算書関係) 

 
  

前事業年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当事業年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

注１ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりです。

商品・製品の経時変化等
による原材料勘定振替高

578百万円

販売費及び一般管理費振替高 57

営業外費用振替高 230

不動産賃貸費用受入高 △97

計 768

注１ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりです。

商品・製品の経時変化等
による原材料勘定振替高

867百万円

販売費及び一般管理費振替高 70

営業外費用振替高 86

不動産賃貸費用受入高 △88

計 935

 

 

注２ 販売費と一般管理費の割合は、およそ次のとおり

です。

    販売費    52％

    一般管理費  48％

   販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は、

次のとおりです。

運賃 712百万円

保管料 276

販売促進費 766

給料手当 1,889

賞与引当金繰入額 299

退職給付費用 191

福利厚生費 364

旅費交通費 501

試験研究費 1,086

支払手数料 640

減価償却費 274

一般管理費及び当期製造費用
に含まれる研究開発費

2,356

 

注２ 販売費と一般管理費の割合は、およそ次のとおり

です。

    販売費    51％

    一般管理費  49％

   販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は、

次のとおりです。

運賃 737百万円

保管料 281

販売促進費 753

給料手当 1,861

賞与引当金繰入額 309

退職給付費用 155

福利厚生費 367

旅費交通費 524

試験研究費 1,226

支払手数料 691

減価償却費 268

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、次のとおりです。

一般管理費 2,530百万円

当期製造費用 ―

計 2,530

注３ 受取配当金には、関係会社からのものが53百万円

含まれています。

注３ 受取配当金には、関係会社からのものが67百万円

含まれています。

注４ 固定資産処分益の内訳は、次のとおりです。

土地売却益 187百万円

注４ 固定資産処分益の内訳は、次のとおりです。

土地売却益 79百万円

注５ 固定資産処分損の内訳は、次のとおりです。

建物除却損 17百万円

機械及び装置除却損 8

構築物等除却損 2

有形固定資産撤去費用 27

計 55

注５ 固定資産処分損の内訳は、次のとおりです。

建物除却損 45百万円

機械及び装置除却損 58

構築物等除却損 17

有形固定資産撤去費用 194

計 314



  

 
  

  

  

(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日) 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取り          31,250株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買増し請求による売渡し   1,203株 

  

前事業年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当事業年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

――――

 

注６ 減損損失

    当事業年度において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 金額

投資 山林 北海道福島町 243百万円

農薬製造設備 機械装置 静岡県静岡市 35

    投資資産の山林（投資その他の資産 その他）

について、時価が著しく下落したこと、また、農

薬製造設備については、生産数量の減少による工

場の集約を図り、製造設備の一部を休止したこと

により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（277百万円）として特別損

失に計上しました。

    当社は事業の種類別を基に資産のグルーピング

を行い、賃貸資産、投資資産及び遊休資産につい

ては、個々の資産単位で資産のグルーピングを行

いました。なお、当該資産の回収可能額は正味売

却価額により測定しており、山林については固定

資産税評価額及び相続税評価額を基準として評価

しています。

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 5,545,789 31,250 1,203 5,575,836



(リース取引関係) 

  

 
  

  

(有価証券関係) 

前事業年度(平成16年11月1日から平成17年10月31日) 

子会社及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  

当事業年度(平成17年11月1日から平成18年10月31日) 

子会社及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当事業年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10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

 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

 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

工具、器具 
及び備品

車輌及び 
運搬具

合計

百万円 百万円 百万円

取得価額 
相当額

27 51 78

減価償却 
累計額相当額

15 24 39

期末残高 
相当額

12 28 40

工具、器具
及び備品

車輌及び 
運搬具

合計

百万円 百万円 百万円

取得価額
相当額

25 53 78

減価償却
累計額相当額

11 30 40

期末残高
相当額

14 23 37

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 15百万円

１年超 24

合計 40

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 14百万円

１年超 23

合計 37

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 14百万円

減価償却費相当額 14

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 16百万円

減価償却費相当額 16

 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

る定額法によっています。

    上記①及び②の取得価額相当額及び未経過リー

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います。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

種類
貸借対照表計上額 
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

関連会社株式 300 1,573 1,273

種類
貸借対照表計上額 
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

関連会社株式 300 756 456



(税効果会計関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当事業年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 867百万円

役員退職慰労引当金 92

賞与引当金 145

貸倒引当金 3

委託試験費損金不算入額 219

繰越欠損金 72

その他 63

繰延税金資産合計 1,459

繰延税金負債

固定資産買換積立金 △600

固定資産買換特別勘定積立金 △59

その他有価証券評価差額金 △2,144

その他 △30

繰延税金負債合計 △2,833

繰延税金負債の純額 △1,374
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 804百万円

役員退職慰労引当金 105

賞与引当金 140

委託試験費損金不算入額 245

減損損失 109

その他 153

繰延税金資産小計 1,556

評価性引当金 △99

繰延税金資産合計 1,457

繰延税金負債

固定資産買換積立金 △639

その他有価証券評価差額金 △1,935

その他 △23

繰延税金負債合計 △2,598

繰延税金負債の純額 △1,141

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因の主な項目別内訳

法定実効税率 39.8％

交際費等永久に損金算入されない
項目

13.8

受取配当金等永久に益金算入
されない項目

△7.4

住民税均等割 6.7

その他 △3.3

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

49.5

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因の主な項目別内訳

   税引前当期純損失計上のため、記載を省略してお

ります。



(１株当たり情報) 

  

 
（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。 

   ２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
３ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
  

  

(重要な後発事象) 

前事業年度(自 平成16年11月１日 至 平成17年10月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度 
(自 平成16年11月１日 
 至 平成17年10月31日)

当事業年度
(自 平成17年11月１日 
 至 平成18年10月31日)

１株当たり純資産額 417.17円 １株当たり純資産額 408.14円

１株当たり当期純利益 2.55円 １株当たり当期純損失 2.17円

前事業年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当事業年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） ― 33,223

普通株式に係る純資産額        （百万円）
―

33,223

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり
純資産額の算定に用いられた普通株式に係る事
業年度末の純資産との差額   （百万円）

―
―

普通株式の発行済株式数        （千株） ― 86,978

普通株式の自己株式数         （千株） ― 5,576

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数                （千株）

― 81,402

前事業年度
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

当事業年度
(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)  （百万円） 208 △177

普通株主に帰属しない金額    （百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）
                             （百万円）

208 △177

普通株式に係る期中平均株式数  （千株） 81,446 81,412



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

 
  

【債券】 

  

 
  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

投資有価証券 
(その他有価証券)

スルガ銀行㈱ 2,117,348 3,079

イハラケミカル工業㈱ 6,239,730 2,109

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ
ループ

132 194

日本曹達㈱ 309,000 191

㈱清水銀行 29,760 146

日本化薬㈱ 139,000 131

クニミネ工業㈱ 329,700 127

東洋水産㈱ 56,000 96

イハラニッケイ化学工業㈱ 190,000 95

イハラブラス化学工業㈱ 949,934 87

その他19銘柄 624,891 180

計 10,985,495 6,434

銘柄 券面総額(百万円) 貸借対照表計上額(百万円)

投資有価証券
(満期保有目的の債券)

利付国債 2,400 2,407

計 2,400 2,407



【有形固定資産等明細表】 

  

 
（注）１ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。 

  機械及び装置   清水工場生産機能休止に伴う除却及び売却  864百万円 

 なお、当期減少額のうち（ ）内は、内書で減損損失の計上額です。 

   ２ 無形固定資産については、資産総額の１％以下であるので、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減

少額」の記載を省略しました。 

  

【引当金明細表】 

  

 
  

資産の種類
前期末残高 

(百万円)

当期増加額 

(百万円)

当期減少額 

(百万円)

当期末残高 

(百万円)

当期末減価 

償却累計額 

又は償却累 

計額(百万円)

当期償却額 

(百万円)

差引当期末 

残高(百万円)

有形固定資産

 建物 8,973 264 323 8,914 6,275 174 2,639

 構築物 1,828 74 51 1,851 1,407 46 444

 機械及び装置 5,645 202
975

(35)
4,872 4,292 111 580

 車両及び運搬具 79 3
9

(0)
73 65 3 8

 工具、器具及び備品 1,815 133
141

(0)
1,806 1,526 113 281

 土地 5,346 ― 3 5,343 ― ― 5,343

 建設仮勘定 ― 346 267 79 ― ― 79

有形固定資産計 23,687 1,022
1,770

(35)
22,939 13,565 447 9,374

無形固定資産

 借地権 ― ― ― 44 ― ― 44

 ソフトウェア ― ― ― 181 100 26 81

 電話利用権 ― ― ― 15 1 0 14

 その他の無形固定資産  ― ― ― 90 37 7 54

無形固定資産計 ― ― ― 331 138 34 193

長期前払費用 17 6 3 21 8 3 13

区分
前期末残高 
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額
(その他) 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

貸倒引当金 8 ― ― ― 8

賞与引当金 364 353 364 ― 353

役員退職慰労引当金 230 34 0 ― 264



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

流動資産 

(イ)現金及び預金 
  

 
  

(ロ)売掛金 
  

 
  

売掛金の回収状況及び滞留状況は、次のとおりです。 
  

 
  

区分 金額(百万円) 区分 金額(百万円)

現金 3 定期預金 10,301

当座預金 450 別段預金 14

普通預金 48 預金計 10,812

計 10,815

相手先 金額(百万円)

全国農業協同組合連合会 1,573

ケイ・アイケミカルU.S.A.,INC 647

三菱商事㈱ 556

デュポン㈱ 498

㈱理研グリーン 491

その他 1,038

計 4,803

期首残高(百万円) 
 
(Ａ)

当期発生高 
(百万円) 
(Ｂ)

当期回収高
(百万円) 
(Ｃ)

期末残高
(百万円) 
(Ｄ)

 

回収率(％)

(Ｃ)
(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(月)

(Ｄ)÷
(Ｂ)
12

5,191 36,306 36,693 4,803 88.4 1.6



(ハ)商品・製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品 

商品・製品、仕掛品 

  

 
  

原材料 

  

 
  

貯蔵品 

  

 
  

区分 商品・製品(百万円) 仕掛品(百万円)

除草剤 2,654 1,561

殺菌剤 1,164 178

殺虫殺菌剤 427 187

殺虫剤 1,069 41

その他 60 14

計 5,373 1,980

区分 金額(百万円)

コテツフロアブルバルク 123

ベンスルフロンメチル（17） 113

ＥＸノミニーゲンタイ（カリ） 72

アドマイヤーカリュウバルク 62

テクリードゲンタイ 57

その他 656

計 1,083

区分 金額(百万円)

工場消耗品等 8

その他 12

計 19



流動負債 

(イ)買掛金 

  

 
  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

相手先 金額(百万円)

イハラケミカル工業㈱ 2,043

全国農業協同組合連合会 1,643

デュポン㈱ 1,036

三菱商事㈱ 274

住商アグロインターナショナル㈱ 192

ＢＡＳＦアグロ㈱ 118

その他 981

計 6,287



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
  

  

決算期 10月31日

定時株主総会 １月中

基準日 10月31日

株券の種類
100,000株券 10,000株券 5,000株券 1,000株券 500株券 100株券 
100株未満の端数表示株券

中間配当基準日 ―

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都千代田区丸の内１－４－５
 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

  株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内１－４－５
 三菱UFJ信託銀行株式会社

  取次所
三菱UFJ信託銀行株式会社・全国各支店
野村證券株式会社本店・全国各支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 １枚につき印紙税相当額に50円を加算した金額

株券喪失登録

  株券喪失登録申請料 申請１件につき   10,000円

  株券登録料 株券１枚につき    500円

単元未満株式の買取り・ 
買増し

  取扱場所
東京都千代田区丸の内１－４－５
 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

  株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内１－４－５
 三菱UFJ信託銀行株式会社

  取次所
三菱UFJ信託銀行株式会社・全国各支店
野村證券株式会社本店・全国各支店

  手数料 無料

公告掲載方法 東京都において発行する日本経済新聞及び静岡市において発行する静岡新聞

株主に対する特典 なし



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1)
 
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度
(第57期)

自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日

平成18年１月30日
関東財務局長に提出。

(2)半期報告書 (第58期中)
 

自 平成17年11月１日
至 平成18年４月30日

 
平成18年７月14日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 

  

平成18年１月27日

クミアイ化学工業株式会社 

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

ているクミアイ化学工業株式会社の平成16年11月１日から平成17年10月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及

び連結附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として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企業会計の基準に準

拠して、クミアイ化学工業株式会社及び連結子会社の平成17年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示し

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 
  

 

芙蓉監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  杉  村  貞  良  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  伊  藤  隆  之  ㊞

※ 上記は、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(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 

  

平成19年１月30日

クミアイ化学工業株式会社 

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

ているクミアイ化学工業株式会社の平成17年11月１日から平成18年10月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として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企業会計の基準に準

拠して、クミアイ化学工業株式会社及び連結子会社の平成18年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の減損に係わる会計基準が

適用されることとなったため、この会計基準により連結財務諸表を作成している。 

  

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

  

以 上 
  

 

芙蓉監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  杉  村  貞  良  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  伊  藤  隆  之  ㊞

※ 上記は、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(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 

  

平成18年１月27日

クミアイ化学工業株式会社 

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

ているクミアイ化学工業株式会社の平成16年11月１日から平成17年10月31日までの第57期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務

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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として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企業会計の基準に準拠し

て、クミアイ化学工業株式会社の平成17年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に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 
  

 

芙蓉監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  杉  村  貞  良  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  伊  藤  隆  之  ㊞

※ 上記は、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(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 

  

平成19年１月30日

クミアイ化学工業株式会社 

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

ているクミアイ化学工業株式会社の平成17年11月１日から平成18年10月31日までの第58期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として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企業会計の基準に準拠し

て、クミアイ化学工業株式会社の平成18年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係わる会計基準が適用

されることとなったため、この会計基準により財務諸表を作成している。 

  

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

  

以 上 
  

 

芙蓉監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  杉  村  貞  良  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  伊  藤  隆  之  ㊞

※ 上記は、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(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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