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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２．第136期、第137期、第138期及び第139期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は潜在株式が存在しな

いため記載していない。 

３．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。 

４．純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「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135期 第136期 第137期 第138期 第139期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高 百万円 26,350 24,721 26,420 26,348 31,824 

経常利益 〃 1,436 936 2,240 1,564 2,313 

当期純利益 〃 971 546 1,215 804 1,109 

純資産額 〃 10,941 11,339 12,599 13,258 18,217 

総資産額 〃 39,613 37,943 40,819 42,161 50,351 

１株当たり純資産額 円 157.69 163.46 181.69 191.24 229.50 

１株当たり当期純利益金

額 
〃 13.99 7.87 17.52 11.60 15.03 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
〃 13.05 － － － － 

自己資本比率 ％ 27.62 29.88 30.87 31.45 36.15 

自己資本利益率 〃 9.20 4.90 10.15 6.22 7.06 

株価収益率 倍 17.01 37.23 19.75 46.21 27.75 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
百万円 4,797 3,617 3,615 1,961 4,113 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
〃 △917 △2,079 △515 △4,809 △3,026 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
〃 △3,646 △1,800 △1,181 1,927 3,747 

現金及び現金同等物の期

末残高 
〃 2,832 2,591 4,495 3,582 8,552 

従業員数 人 815 748 725 721 764 



(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．第136期、第137期、第138期及び第139期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は潜在株式が存在しな

いため記載していない。 

３．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。 

４．純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「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135期 第136期 第137期 第138期 第139期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高 百万円 24,050 22,512 24,361 24,257 28,681 

経常利益 〃 1,299 856 2,005 1,469 2,116 

当期純利益 〃 501 376 1,008 765 1,010 

資本金 〃 6,230 6,230 6,230 6,230 8,443 

発行済株式総数 千株 69,442 69,442 69,442 69,442 79,442 

純資産額 百万円 11,288 11,509 12,562 13,169 17,998 

総資産額 〃 38,438 36,721 39,583 40,729 47,428 

１株当たり純資産額 円 162.70 165.91 181.15 189.95 226.92 

１株当たり配当額(内、

１株当たり中間配当額) 

〃 

（〃） 

5.00 

(－) 

5.00 

(－) 

5.00 

(－) 

5.00 

(－) 

5.00 

(－) 

１株当たり当期純利益金

額 
〃 7.23 5.42 14.54 11.04 13.69 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
〃 6.92 － － － － 

自己資本比率 ％ 29.4 31.3 31.7 32.3 37.9 

自己資本利益率 〃 4.50 3.30 8.38 5.95 6.49 

株価収益率 倍 32.92 54.06 23.80 48.55 30.47 

配当性向 ％ 69.17 92.22 34.38 45.27 36.53 

従業員数 人 663 632 602 604 606 



２【沿革】 

明治44年２月 「ラサ島燐砿合資会社」創業 

大正２年５月 「ラサ島燐砿株式会社」設立 

大正８年８月 東京証券取引所に上場 

大正９年５月 「大阪晒粉株式会社」を合併、大阪工場で過燐酸石灰製造開始 

昭和９年３月 「ラサ工業株式会社」と改称 

昭和11年11月 田老鉱業所（岩手県）開設 

昭和12年４月 ラサ島（沖縄県）を国より譲り受ける 

昭和14年６月 宮古工場（岩手県）開設し、銅精錬及び過燐酸石灰製造開始 

昭和16年５月 羽犬塚工場（福岡県）開設し、機械製造開始 

９月 「鯛生産業株式会社」（大正７年６月設立）と合併 

昭和19年５月 「東亜鉱工株式会社」と改称 

昭和24年３月 「ラサ工業株式会社」と改称 

５月 東京証券取引所再開による上場（以降、大阪、名古屋、京都、福岡が再開） 

昭和29年４月 大阪工場にて黄燐、燐酸製造開始 

昭和33年７月 大阪工場にて水処理用凝集剤製造開始 

昭和34年４月 宝運実業株式会社（後のラサ晃栄株式会社の前身）設立 

９月 東洋鉱山株式会社を合併(見立鉱業所、大分製錬所、大峰鉱業所) 

昭和40年11月 大阪工場にて無水燐酸・金属表面処理剤製造開始 

昭和43年７月 八坂貿易株式会社設立 

昭和46年12月 鉱山事業より撤退 

昭和47年４月 大阪工場にてエレクトロニクス向け高純度赤燐製造開始 

昭和51年11月 ラサ興発株式会社（現ラサ晃栄株式会社）設立 

昭和52年９月 大阪工場にて高純度燐酸二次塩類製造開始 

昭和54年７月 株式会社東北ラサ機械製作所設立、仙台工場（宮城県）開設 

昭和55年８月 羽犬塚工場にて掘進機製造開始 

昭和56年９月 製錬事業より撤退 

10月 日本シーアールアイ株式会社設立、石油精製用触媒再生事業に着手 

昭和57年４月 大阪工場にて高純度ガリウム製造開始 

昭和58年４月 肥料部門をコープケミカル株式会社に営業譲渡、肥料事業より撤退 

昭和59年１月 大阪工場にてシリコンウェハー再生事業開始 

昭和60年４月 電子材料事業部設置、三本木工場（宮城県）開設、 

シリコンウェハー再生、高純度無機素材の拠点とする 

昭和61年10月 大阪工場を大阪市此花区から、同大正区に移転 

  機械部門・精密機械加工分野に進出 

12月 大阪工場にて電子工業向け高機能塩化鉄製造開始 

  ラサスティール株式会社設立 

昭和62年12月 三本木工場内に水処理用凝集剤（ＰＡＣ）製造設備新設 

平成元年２月 大阪工場にて消臭剤製造開始 

11月 ＩＣ用塗布材販売開始 

平成５年３月 野田工場（千葉県、水処理用凝集剤）開設 

平成８年11月 伊勢崎工場（群馬県、電子工業用薬品）開設 

  宮古ショッピングセンタービル賃貸開始 

平成10年３月 三本木工場にて電子材料部門のISO9002を取得 

４月 三本木工場にてテストウェハー製造（単結晶引き上げ）開始 

平成11年４月 ラサ晃栄株式会社をラサ興発株式会社に合併し、社名をラサ晃栄株式会社に改称 

  大阪工場にてＩＴ向けリン酸工程のISO9002を取得 



平成11年６月 三本木工場に12インチウェハー再生パイロット設備完成 

  米国にて再生ウェハーの営業拠点 RASA ELECTRONICS,INC.を設立 

12月 三本木工場にてISO14001を取得 

平成12年６月 台湾にてＩＴ向けエッチング剤の合弁会社曄晶科技股份有限公司を設立 

平成13年４月 三本木工場内に12インチウェハー再生量産ライン稼動 

平成15年４月 羽犬塚工場電子ビーム溶接加工工程ISO9001を取得 

12月 台湾にてＩＴ向け高純度リン酸の製造子会社である理盛精密科技股份有限公司を設立 

平成16年９月 大阪支店廃止 

12月 名古屋証券取引所、福岡証券取引所上場廃止 

平成17年１月 大阪証券取引所上場廃止 

４月 理盛精密科技股份有限公司新工場竣工 

９月 三本木工場の12インチウェハー生産ライン増強 

平成18年７月 三本木工場の12インチウェハー生産ライン増強 

平成19年３月 三本木工場の12インチウェハー生産ライン増強 



３【事業の内容】 

 当社及び当社の関係会社は、子会社10社及び関連会社３社で構成されている。 

事業の内容としては、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、

掘進機、破砕関連機械・鋳鋼品、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、シリコンウェハ

ー再生、高純度無機素材、ＩＣ用塗布材、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を行って

いる。 

 当社グループの事業にかかわる位置付けは次のとおりである。 

 なお、下記の４部門は「第５ 経理の状況 1（1）連結財務諸表 注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区

分と同一である。 

化成品事業 

燐酸及び燐系二次塩類 

 当社が製造・販売を行っている。子会社ラサ晃栄株式会社は当社製品を一部販売するとともに、当社製品を原

料として二次製品の製造販売を行っている。また、子会社理盛精密科技股份有限公司は、高純度品の製造販売を

行っている。 

水処理用凝集剤 

当社が製造・販売を行っているほか、一部子会社ラサ晃栄株式会社が販売を行っている。 

電子工業向け高機能高純度薬剤 

当社が製造・販売を行っている。 

消臭・抗菌剤 

当社が製造・販売を行っている。 

機械事業 

掘進機、破砕関連機械、都市ごみ・産業廃棄物処理機械 

当社が製造・販売を行っている。一部子会社株式会社東北ラサ機械製作所が掘進機整備を行っている。 

なお、株式会社東北ラサ機械製作所が、一般産業機械、設備の製造販売を行っている。 

鋳鋼品 

子会社ラサスティール株式会社が製造を行い、当社が販売を行っている。 

精密機械加工 

当社が受託加工を行っている。 

特殊スクリーン 

当社が販売を行っている。 

電子材料事業 

シリコンウェハー再生 

当社が再生加工を行っている。なお、RASA ELECTRONICS,INC.が米国での受託販売を行っている。 

高純度無機素材 

当社が製造・販売を行っている。 

ＩＣ用塗布材 

当社が販売を行っている。 

その他の事業 

石油精製用触媒再生 

 子会社日本シーアールアイ株式会社が受託再生加工を行っており、当社が作業工程に人材を派遣している。 

不動産の売買・賃貸 

 当社が売買・賃貸を行っている。 

生活関連品等 

 子会社八坂貿易株式会社が仕入販売を行っている。 



事業系統図 



４【関係会社の状況】 

(1）親会社 

 該当事項はない。 

(2）連結子会社 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

２．八坂貿易㈱は、平成19年４月27日をもって会社解散を決議している。 

(3）持分法適用関連会社 

 該当事項はない。 

(4）その他の関係会社 

 該当事項はない。 

名称 住所 
資本金 
(百万円) 

主要な事
業の内容 

議決権の
所有(又は
被所有)割
合(％) 

関係内容 

ラサ晃栄㈱ 
東京都 

千代田区 
49 化成品 100 

当社化成品製品の一部を販売

している。 

当社所有の土地建物を賃貸し

ている。 

役員の兼任等…有 

ラサスティール㈱ 
福岡県 

筑後市 
50 機械 100 

当社が資金の貸付をしてい

る。 

当社が鋳鋼品を購入してい

る。 

当社所有の土地建物を賃貸し

ている。 

 役員の兼任等…有 

㈱東北ラサ機械製作所 
宮城県 

岩沼市 
19 機械 99 

当社所有の土地建物を賃貸し

ている。 

当社機械の整備をしている。 

役員の兼任等…有 

日本シーアールアイ㈱ 
東京都 

中央区 
110 その他 100 

当社所有の土地建物を賃貸し

ている。 

役員の兼任等…有 

八坂貿易㈱ 
東京都 

中央区 
10 その他 100 役員の兼任等…有 

RASA ELECTRONICS,INC. 

Santa Clara. 

California. 

U．S．A 

$250,000 電子材料 100 

当社電子材料加工品の一部を

販売委託している。 

役員の兼任等…有 

理盛精密科技股份有限公司 
 中華民国（台 

 湾）台中縣 

 NT$ 

100,000,000 
化成品 95 

当社が資金の貸付をしてい

る。 

役員の兼任等…有 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．平均臨時従業員（派遣社員を除く）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．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．平均臨時従業員（派遣社員を除く）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．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでいる。 

(3）労働組合の状況 

 当社グループの労働組合は、ラサ職労、ラサ労組（宮古工場）、ラサ労組大阪（大阪工場）、ラサ羽犬塚労組

（羽犬塚工場）、ラサ三本木労組（三本木工場）、ラサスティール労働組合、㈱東北ラサ機械製作所労働組合等の

組織があり、３月末の組合員総数は580名（出向者20名含む）である。 

 このうちラサ労組（宮古工場）はＪＥＣ連合に加盟している。 

  平成19年３月31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 207 

機械事業 199 

電子材料事業 305 

その他の事業 15 

全社（共通） 38 

合計 764 

  平成19年３月31日現在

従業員数（人） 平均年令（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

606 37.3 14.5 5,283,490 



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わが国経済は、好調な企業業績に支えられた民間設備投資の増加と、雇用情勢に改善が見

られ個人消費も底堅く推移したことなどから、景気は安定的・持続的な成長が続いた。 

 このような環境の中で、当社グループにおいては、 注力事業として位置付けている12インチ（300ｍｍ）シリコ

ンウェハー再生ラインの増強を、今期も二次に亘って実施し、収益構造の安定化に努めるとともに、台湾子会社にお

けるＩＴ産業向け高純度燐酸のラインの増強をはじめとする海外戦略の強化をはかってきた。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、新規商品の開発・探索のスピードアップをはかるべく組織改革などの施策を実

施してきた。 

 これらにより当社グループの当連結会計年度の売上高は、318億24百万円と前連結会計年度に比べ20.8％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23億13百万円と前連結会計年度に

比べ７億48百万円の増益となり、当期純利益は、11億９百万円と、前連結会計年度に比べ３億５百万円の増益となっ

た。 

 なお、当期中に900万株の公募による新株式の発行、及び100万株のオーバーアロットメントによる株式の売り出し

に関連する第三者割当増資を実施し、設備投資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。 

① 化成品事業 

 燐系製品及び燐系二次製品に関しては、原材料価格の上昇や液晶関連業界における在庫調整の影響などの要因があ

ったが、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を中心に販売を伸ばした。これに加え、当連結会計年度より連結対象となった台湾子会

社（理盛精密科技股份有限公司）は、収益では液晶業界の生産調整の影響などを受け低調な結果となったが、売上高

では増収に寄与した。 

 水処理用凝集剤は、ポリ塩化アルミニウムが堅調に推移したものの、塩化鉄はコプラナーＰＣＢ混入の影響などに

より期後半にかけて急減したが、エッチング向け塩化鉄事業が好調に推移したことなどにより増収となった。また、

消臭剤はほぼ横這いで推移し、コンデンサー向け原料は増収となった。 

 これらを併せた売上高は148億38百万円（前期比22.3％増収）、営業利益は、９億81百万円（前期比115.3％増益）

と大幅な増収・増益となった。 

② 機械事業 

 破砕選別機械は、公共投資の低落による影響を受け単体機械の受注が落ち込んだが、砕石・民間リサイクルプラン

トなどの大型工事の受注や、外販鋳鋼製品が好調に推移したことなどから、売上げは大きく伸長した。 

 下水道関連の掘進機は、東南アジア向けの輸出は当期においても好調を維持したものの、下水道関連予算の減少の

影響から国内向け機器の販売・レンタルとも引き続き低調な結果となった。 

 その他、精密機械加工は、半導体製造装置向けが伸びたことから増収となり、微粉の選別用途に用いられる特殊ス

クリーンは、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65億38百万円（前期比28.8％増収）、営業利益は、95百万円（前期は営業損失１億65百万

円）と増収・増益となった。 

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拡充が続いた。このような環境の中、シリ

コンウェハー再生事業は、生産能力の増強を行った12インチウェハーが、大幅に増収となったほか、８インチ（200

ｍｍ)以下についてもほぼ前年並みの販売額を維持した。 

 高純度無機素材は、競合激化の影響を受けガリウムの売上高は減少したが、インジウムや赤燐が売上げを大きく伸

ばし増収となった。 

 このほか、ＩＣ用塗布材は、主力商品の価格競争の激化などから減収となった。 

 これらを併せた売上高は94億26百万円（前期比15.5％増収）、営業利益は、10億33百万円（前期比8.0％増益）と

増収・増益となった。                                             

④ その他の事業 

 石油精製用触媒再生は、新規顧客の獲得により大幅な増収となった。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、ほぼ前期並に推移した。 

 この結果、売上高は10億22百万円と（前期比4.2％増収）、営業利益は、５億35百万円（前期比10.8％増益）とな

った。 



(2）キャッシュ・フロー 

 当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、株式の発行による収入及

び有形固定資産の取得による支出等の要因に加え、税金等調整前当期純損益が20億48百万円（前連結会計年度は13億

93百万円）となり、前連結会計年度末に比べ48億41百万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、当連結会計年度末には85億52百万円となった。 

 当連結会計年度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41億13百万円（前期比21億52百万円増加）となった。これは主に減価償却費25億41

百万円（前期比５億26百万円増加）及び仕入債務の増加額９億29百万円（前期は12百万円の減少）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30億26百万円（前期比17億83百万円減少）となった。これは主に有形固定資産の取

得による支出30億58百万円（前期比20億40百万円減少）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37億47百万円（前期比18億19百万円増加）となった。これは主に株式の発行による

収入44億24百万円（前期は該当なし）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 

 当連結会計年度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 

 当連結会計年度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 

 当連結会計年度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 
当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

前年同期比（％） 

化成品事業（百万円） 11,812 136.1 

機械事業（百万円） 4,266 108.6 

電子材料事業（百万円） 8,972 114.3 

その他の事業（百万円） 337 115.8 

合計（百万円） 25,387 122.4 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

前年同期比（％） 

化成品事業（百万円） 3,269 116.6 

機械事業（百万円） 2,050 185.9 

電子材料事業（百万円） 433 125.8 

その他の事業（百万円） 73 100.0 

合計（百万円） 5,826 134.7 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

前年同期比（％） 

化成品事業（百万円） 14,838 122.3 

機械事業（百万円） 6,538 128.8 

電子材料事業（百万円） 9,426 115.5 

その他の事業（百万円） 1,022 104.2 

合計（百万円） 31,824 120.8 



３【対処すべき課題】 

セグメント別の課題は、次のとおりである。 

今後の経済見通しとしては、中国をはじめとするアジア経済が総じて上昇基調が続き、米国経済も年後半にかけて回

復に転じることが予想されることから、輸出産業を中心に生産は好調さを保ち、設備投資の落ち込みの懸念も少なく、

国内経済は引き続き底堅く推移すると見込まれている。一方で鋼材の高騰に代表される原材料価格の不透明要因、公共

事業予算の更なる縮減、雇用市場の逼迫など、当社グループにとって楽観は許されない状況が続くものと思われる。 

 このような環境の中で当社グループとしては、以下の取り組みを行っていく。 

 化成品事業  製品の安全管理体制の強化、台湾子会社の収益改善、原材料の安定確保 

 機械事業   当社独自製品の製品拡販、掘進機に限らない既存商品の海外市場の重点開拓 

 電子材料事業 12インチウェハー再生需要対応のため生産体制の整備と、製品品質の一層の改善、収率の向上 

 また、研究開発については、高付加価値品への製品シフト、周辺分野における商品開発を推し進めることに力を注い

でいく。そして、管理面においては内部統制システムのより一層の整備をはかるとともに、人材の育成・確保に努めて

いく。 

 なお、平成18年11月に環境省より、当社大阪工場製品「塩化第二鉄」にコプラナーＰＣＢの混入の指摘を受け製品の

自主回収の要請があった。このため当社では直ちに製品の出荷を停止し、製品の回収を実施した。本件については、監

督官庁に再発防止策を提出し、12月に安全確認のうえ操業を再開している。 



４【事業等のリスク】 

当社グループの経営成績及び財政状態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る。 

 １. 電子部品・デバイス市場の変動 

 当社グループの主力事業であるシリコンウェハー再生事業は、今後需要の増加が見込まれるが、周期的に繰り

返される電子部品・デバイスの在庫調整により影響を受けることがある。常に市場の動向を注視し、需要増加に

伴う設備投資のタイミングをはかっているが、予期せぬ市場環境の変化に伴い、生産寄与時に需要減少によって

供給過剰、あるいは需要拡大時に供給能力不足となる可能性がある。 

 また、半導体デバイスの微細化、高品質化、高精度化が進み、再生技術についても同様の要求が厳しくなって

いる。技術の変化が予測を大きく超えた場合、当事業の業績に影響を与える可能性がある。 

 ２. 原料価格の変動及び調達 

 化成品事業の主要製品である燐系製品の原料（黄燐）は、主に中国からの輸入により調達しているが、同国の

電力事情の悪化による需給の逼迫などの価格高騰要因を内在している。また、その他の原料においても様々な要

因により市況が変動し、価格が高騰する可能性がある。このような事態が惹起した場合、原料の安定確保及び価

格上昇分の製品価格への転嫁に努めているが、今後原料の供給に急激かつ大幅な変動が生じた場合に、当事業の

業績に影響を及ぼす可能性がある。 

 ３. 液晶パネル市場の変動 

 化成品事業における液晶製造工程向けの高純度燐酸については、今後も需要増加が見込まれている。しかし、

近の液晶テレビやＰＣ用液晶モニタの価格下落に伴い、液晶パネルメーカーの製品価格が下落した。その結

果、液晶パネルメーカーの利益確保に向けた材料コストの引下げ要求も厳しいものとなった。今後更なる製品価

格の下落、競合他社との価格競争などの影響が生じた場合、当事業の業績に影響を及ぼす可能性がある。 

 ４. 金利の動向 

 当社グループは、借入による資金調達を行っているが，金利等の市場環境の影響を強く受けるため、これらの

環境の変化により、当社グループの資金調達のコストが増加し、当社グループの業績及び財政状況に影響を与え

る可能性がある。 

 ５. 製品品質 

 当社グループは、製品の品質の確保に努めているが、予期せぬ事情により当社グループが生産した製品に起因

する損害が発生した場合、当社グループの業績及び財政状況に影響を与える可能性がある。 

 ６. 知的財産 

 当社グループは知的財産の確保に努めているが、他社との間に知的財産を巡って紛争が生じたり、知的財産が

模倣される可能性がある。こうした事態は当社グループの業績及び財政状況に影響を与える可能性がある。 

 ７. 海外事業展開 

 当社グループは台湾に生産拠点を構築するなど、海外への事業展開をはかっている。これらの海外市場への展

開は、進出国における予期しない法律又は規制の変更、政治要因による社会的混乱等や為替の大幅な変動により

当社グループの業績及び財政状況に影響を与える可能性がある。 

 ８. 大規模災害 

 生産拠点において地震、台風等の大規模災害が発生した場合には、生産設備の破損、物流機能の麻痺等によ

り、生産拠点の操業停止等が生じ、生産能力に重大な影響を与える可能性がある。 

 ９. 環境問題 

 当社グループは、環境に関する様々な各種法律、規制に細心の注意を払いつつ事業を行なっているが、過去分

を含む事業活動に関し、過失の有無に関わらず環境に関する法的、社会的責任を負う可能性がある。また、将来

環境に関する規制が強化された場合、新たな費用が発生する可能性がある。 

 10. 退職給付債務 

 当社グループの従業員退職給付費用及び債務は数理計算上合理的と認められる前提に基づいて計算されている

が、この前提が経済的変動及びその他の要因によって変動した場合、その影響は累積され、将来にわたって規則

的に認識されるため、将来期間において認識される費用及び債務に影響を及ぼす可能性がある。 

 なお、本項目に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針等の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現

在において判断したものであり、将来に関する事項については、不確実性を内在しており、あるいはリスクを含ん

でいるため、将来生じる実際の結果とは大きく異なる可能性もある。 



５【経営上の重要な契約等】 

 建物賃貸借及び建設協力金等に関する契約 

 当社は、いわて生活協同組合との間で次のとおり契約を締結している。 

内容     宮古ショッピングセンタービルの賃貸 

契約年月日  平成８年10月31日 

契約期間   20年 

特定融資枠に関する契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行３行と特定融資枠契約（貸出コミットメント契約）

を締結している。 

 詳細は、「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等の注記事項（連結貸借対照表関係）」に記載している。 

６【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、機械の高機能化、半導体製造向け材料の開発等に注力した研究開発活動を主に行った。特に機

械部門では、商品開発室を設置してニーズの掘り起こしに努めている。 

  当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は５億71百万円である。 

   また当連結会計年度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材料の研究開発 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1）財政状態の分析 

  当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

いる。 

 ①流動資産 

当連結会計年度末日現在の流動資産は231億48百万円で、前期末に比較して69億62百万円増加した。現金及び預金

の増加49億75百万円、売上高の増加による受取手形及び売掛金の増加18億62百万円が主な要因である。 

 ②固定資産 

当連結会計年度末日現在の固定資産は272億３百万円で、前期末に比較して12億27百万円増加した。有形固定資産

の増加28億80百万円、投資その他の資産の減少18億62百万円が主な要因である。有形固定資産の増加は12インチテ

スト用シリコンウェハー再生を中心とした設備投資を行ったこと及び理盛精密科技股份有限公司を連結の範囲に加

えたことによるものである。投資その他の資産の減少は、主に理盛精密科技股份有限公司を連結の範囲に加えたこ

とによる相殺消去によるものである。 

 ③負債 

当連結会計年度末日現在の負債は321億33百万円で、前期末に比較して32億30百万円増加した。支払手形及び買掛

金の増加９億39百万円、未払法人税等の増加５億６百万円、設備支払手形の増加７億30百万円及び流動負債・その

他の増加８億61百万円が主な要因である。流動負債・その他の増加の主な要因は設備未払金の増加及び長期工事の

前受金の増加などである。 

④純資産 

当連結会計年度末日現在の純資産合計は182億17百万円で、前連結会計年度末の資本合計に比べ49億59百万円増加

した。新株発行による資本金、資本剰余金の増加44億24百万円、当期純利益11億９百万円が主な要因である。 

この結果、自己資本比率は36.2％となり、前期末に比較して4.8％改善した。 

⑤資産合計・負債純資産合計 

以上の結果、当連結会計年度末日現在の資産合計は503億51百万円となり、前期末と比較して81億89百万円増加し

た。 

(2）当連結会計年度の経営成績の分析 

①売上高 

売上高は318億24百万円となり、前期に比較して54億76百万円、20.8％の増加となった。化成品事業は理盛精密科

技股份有限公司が連結の範囲に加えたこともあり、高純度燐酸を中心に増収となり、電子材料事業は12インチテス

ト用シリコンウェハー再生について、需要増加に対応するため生産能力増強を行ったことにより増収となった。ま

た、機械事業においても砕石・民間リサイクルプラントなどの大型工事の受注もあり、増収となったものである。 

②売上原価、販売費及び一般管理費 

 売上原価は237億２百万円で、前期に比較して44億72百万円、23.3％の増加となり、売上原価率は74.5％となり前

期の73.0％から1.5％上昇した。これは電子材料事業の12インチテスト用シリコンウェハー再生の生産能力増強によ

り、労務費及び減価償却費が増加したことによるものと、機械事業において大型工事の一部に追加原価が発生したこ

とによるものである。 

 また、販売費及び一般管理費は54億74百万円で、前期に比較して95百万円、1.8％の増加にとどまり、売上高に占

める比率は17.2％となり前期に比べ3.2％改善した。 

 この結果、営業利益は26億47百万円となり、前期に比較して９億８百万円、52.2％の増益、営業利益率は8.3％と

前期に比べ1.7％改善した。 

 ③営業外損益 

 営業外損益は３億34百万円の損失で、前期に比較して１億59百万円の損失の増加であった。 

 この結果、経常利益は23億13百万円となり、前期に比較して７億48百万円、47.9％増加した。 

④特別損益 

 特別損益は２億65百万円の損失で、前期に比較して94百万円の損失の増加であった。当連結会計年度の主なものは

国庫等補助金の収入が２億５百万円あったものの、休止鉱山鉱害対策費用が２億51百万円あり、コプラナーＰＣＢ対

策費用が１億29百万円あったことなどである。 

 この結果、税金等調整前当期純利益は20億48百万円となり、前期に比較して６億54百万円、47.0％増加した。 

 これに、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額及び少数株主利益の合計を控除した当期純利益は11億９百万

円、38.0％増加した。 

 なお、各セグメント別の売上高及び営業利益の概況については第２〔事業の概況〕１〔業績等の概要〕（1）業績

に記載のとおりである。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当社グループでは、設備の新設並びに省力化を含む維持更新の設備投資を中心に、40億87百万円の投資を実施し

た。電子材料事業においては、当社の三本木工場における基板研磨加工設備の新設を中心に21億61百万円の投資を行

った。他のセグメントにおいては、省力化を含む維持更新設備を中心に、19億25百万円の投資を行った。 

なお、所要資金は、増資資金、自己資金及び金融機関からの借入金によっている。 



２【主要な設備の状況】 

 当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりである。 

(1）提出会社                                                          (平成19年３月31日現在)

(2）国内子会社                                    (平成19年３月31日現在)

(3）在外子会社                                   (平成19年３月31日現在)

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 
(面積㎡) 

その他 
（注)１ 

合計 

大阪工場 

(大阪市大正区) 

（注)２ 

化成品 工業薬品製造設備 846 1,258 

2 

(1,191) 

[29,329] 

111 2,218 95 

羽犬塚工場 

(福岡県筑後市) 
機械 機械製造設備 587 667 

46 

(39,198) 
50 1,353 88 

三本木工場 

(宮城県大崎市) 

（注)３ 

電子材料 

基板研磨加工設備 

高純度無機素材製

造設備 

2,557 4,541 
1,444 

(361,210) 
321 8,865 272 

宮古工場 

(岩手県宮古市) 

（注)４ 

電子材料 
高純度無機素材製

造設備 
334 61 

414 

(69,108) 

<30,492>

5 815 37 

伊勢崎工場 

(群馬県伊勢崎市) 
化成品 工業薬品製造設備 323 488 

907 

(27,273) 
7 1,726 16 

本社 

(東京都中央区) 

（注)５ 

全社及び機械 

総括業務施設・販

売設備・賃貸用機

械装置 

101 420 
0 

(1,428) 
142 664 80 

宮古ショッピングセン

タービル 

(岩手県宮古市) 

（注)６ 

その他 賃貸用店舗 818 － 
489 

(12,176) 
0 1,308 0 

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 
(面積㎡) 

その他 
（注)１ 

合計 

ラサ晃栄㈱（注)７ 
草加工場 

(埼玉県草加市) 
化成品 

工業薬品 

製造設備 
84 75 

517 

(3,218) 
6 683 20 

㈱東北ラサ機械製作

所（注)８ 

本社工場 

(宮城県岩沼市) 
機械 

機械製造設

備 
63 21 

37 

(8,740) 
1 222 34 

ラサスティール㈱ 

（注)９ 

本社工場 

(福岡県筑後市) 
機械 鋳造設備 － 127 

－ 

(－) 
1 129 43 

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 
(面積㎡) 

その他 
（注)１ 

合計 

理盛精密科技股份有

限公司（注)２ 

本社工場 

(中華民国（台湾 

 ）台中縣） 

化成品 
工業薬品 

製造設備 
515 625 

－ 

 (－) 

[12,889] 

1,143 2,284 38 



 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は工具器具備品並びに建設仮勘定の合計である。 

また、上記設備には社宅・寮を含んでいる。なお、金額には消費税等を含まない。 

２．土地を賃借している。賃借面積は[  ]で外書している。 

３．基板研磨加工設備をリースにより使用している。年間の契約リース料は375百万円である。 

４．土地を賃貸している。賃貸面積は〈  〉で外書している。 

５. 建物（1,161㎡）を賃借している。 

６．宮古ショッピングセンタービルは、いわて生活協同組合に賃貸している。 

このほか、ラサ島（沖縄県島尻郡北大東島村）の土地1,146,988㎡を国に賃貸している。 

７．提出会社より設備を賃借しており、提出会社の帳簿価額298百万円、面積1,658㎡の土地及び帳簿価額20百万

円の建物及び構築物が含まれている。 

８．提出会社より設備を賃借しており、提出会社の帳簿価額37百万円、面積8,740㎡の土地及び帳簿価額61百万

円の建物及び構築物、帳簿価額０百万円の備品が含まれている。 

９．このほか、提出会社より設備を賃借しており、提出会社の帳簿価額０百万円、面積8,070㎡の土地、帳簿価

額57百万円の建物及び構築物、帳簿価額２百万円の機械装置及び運搬具、帳簿価額０百万円の備品が提出会

社「羽犬塚工場」に含まれている。 



３【設備の新設、除却等の計画】 

 当連結会計年度末における主要設備計画の概要は次のとおりである。 

(1)重要な設備の新設、拡充 

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。 

(2）重要な改修 

 該当事項はない。 

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 2,000 － 自己資金 

平成19年

４月 

平成19年

９月 

 当社 

三本木工場 

宮城県 

大崎市 
電子材料 基盤研磨加工 1,000 － 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】 

(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はない。 

(3）【ライツプランの内容】 

該当事項はない。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．公募増資（一般募集） 

発行価格464円 

発行価額442.44円 

資本組入額221.22円 

払込金総額3,981百万円 

    ２．第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資） 

発行価額442.44円 

資本組入額221.22円 

割当先 大和証券エスエムビーシー株式会社 

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19年３月31日) 
提出日現在発行数（株） 
(平成19年６月28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 79,442,038 同 左 
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 79,442,038 同 左 － － 

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10月18日 

 (注）１ 
9,000,000 78,442,038 1,990 8,221 1,990 5,507 

平成18年11月14日 

（注）２  
1,000,000 79,442,038 221 8,443 221 5,728 



(5）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式は、125,912株であり、125単元は「個人その他」欄、912株については「単元未満株式の状況」欄

に含めて記載している。なお、期末日現在の実質所有株式数は、125,912株である。 

２．証券保管振替機構名義の株式は、12,100株あり、12単元は「その他の法人」欄、100株については、「単元

未満株式の状況」欄に含めて記載している。 

  平成19年３月31日現在

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） － 61 53 111 67 4 10,362 10,658 － 

所有株式数 

（単元） 
－ 31,566 3,370 2,701 10,348 4 30,874 78,863 579,038 

所有株式数の 

割合（％） 
－ 40.03 4.27 3.42 13.12 0.01 39.15 100.0 － 



(6）【大株主の状況】 

（注）１ 大株主は、平成19年３月31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19

年３月31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。 

３ 大和証券投資信託委託株式会社から平成18年12月７日付で提出された大量保有報告書により、大和証券投資信託委託株式会社及び大

和証券株式会社は、平成18年11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19年３月31日現在

における実質所有株式数が確認できないので、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。 

   平成19年３月31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 8,989 11.32 

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 3.16 

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 2,360 2.97 

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

ポレート銀行兜町証券決済業務室） 

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） 

2,210 2.78 

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 2.52 

朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町２丁目６番１号 2,000 2.52 

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 2.46 

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 1.89 

ラサ工業取引先持株会 東京都中央区京橋１丁目１番１号 1,275 1.61 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 1,264 1.59 

計   26,064 32.81 

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 

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(％) 

大和証券投資信託委託株式会社 東京都中央区日本橋茅場町２丁目10番５号 4,565 5.75 

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町２丁目６番４号 27 0.03 



   ４ モルガン・スタンレー証券株式会社から平成19年１月19日付で提出された変更報告書により、モルガン・スタンレー証券株式会社

（Morgan Stanley Japan Securities Co.,LTD.）、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

（Morgan Stanley & Co. Incorporated）及びモルガン・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

（Morgan Stanley & Co. International Limited）は、平成19年１月15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19年３月31日現在における実質所有株式数が確認できないので、上記大株主の状況には含めていない。また、変

更報告書には、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・サービス（ルクス）エス・アー・エール・エル

（MSDW Equity Financing Services(Luxembourg) S.a.r.l）の記載があったが、保有株券等が０株のため下表の記載内容を省略して

いる。 

なお、変更報告書の内容は以下のとおりである。 

   ５ ドイツ証券株式会社から平成19年１月19日付で提出された変更報告書により、ドイツ銀行ロンドン支店

（Deutsche Bank Aktiengesellschaft,London）及びドイツ証券株式会社は、平成19年１月15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19年３月31日現在における実質所有株式数が確認できないので、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。 

   ６  ピクテ投信投資顧問株式会社から平成19年４月５日付で提出された変更報告書により、ピクテ投信投資顧問株式会社は、平成19年３

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19年３月31日現在における実質所有株式数が確認

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(％) 

モルガン・スタンレー証券株式会社

（Morgan Stanley Japan Securities Co.,LTD.） 

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 
303 0.38 

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

（Morgan Stanley & Co. Incorporated） 

1585 Broadway, New York, NY 10036 1,239 1.56 

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

（Morgan Stanley & Co. International Limited） 

25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA U.K. 634 0.80 

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

（％） 

ドイツ銀行ロンドン支店

（Deutsche Bank Aktiengesellschaft,London）

Winchester House, 1 Great Winchester Street,

London EC2N 2DB, England, UK 
2,075 2.61 

ドイツ証券株式会社 
東京都千代田区永田町２丁目11番１号山王パーク

タワー 
268 0.34 

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（％）

ピクテ投信投資顧問株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目２番１号 岸本ビル 2,483 3.13 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が12,000株（議決権12個）含

まれている。 

②【自己株式等】 

(8）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はない。 

  平成19年３月31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   125,000 
－ 

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 78,738,000 78,738 同上 

単元未満株式 普通株式   579,038 － 同上 

発行済株式総数 79,442,038 － － 

総株主の議決権 － 78,738 － 

  平成19年３月31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 
125,000 － 125,000 0.16 

計 － 125,000 － 125,000 0.16 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 旧商法221条第６項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得及び会社法第

155条第７号に該当する普通株式の取得 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はない。 

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はない。 

(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５月31日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取請求による株式は含まれていない。 

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 （注）当期間における保有自己株式数には、平成19年５月31日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取請求及び買増請求による株式は含まれていない。 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式 15,311 7,180,908 

当期間における取得自己株式 859 336,548 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額
（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 

（単元未満株式の買増請求による売渡） 
1,845 812,430 － － 

保有自己株式数 125,912 － 126,771 － 



３【配当政策】 

当社は、利益配分については、当期の業績及び今後の事業展開を勘案するとともに、財務体質改善及び将来の設備

更新・拡充等、事業展開のための原資である内部留保との調和を総合的に検討し決定することとしている。 

内部留保資金の主な使途としては、当社が注力しているエレクトロニクス、ファインケミカル分野の生産能力の維

持・拡充や、開発費などに充当していく予定である。 

当社は、年１回の期末配当を行うことを基本方針とし、この剰余金の配当の決定機関を株主総会としている。当事

業年度の期末配当については、上記方針に基づき１株当たり５円として実施することを決定した。 

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。 

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１部におけるものである。 

(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１部におけるものである。 

決議年月日 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額 

（円） 

平成19年６月28日 

定時株主総会決議 
396 5 

回次 第 135 期 第 136 期 第 137 期 第 138 期 第 139 期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高（円） 260 317 369 658 593 

最低（円） 128 201 230 291 361 

月別 平成18年10月 平成18年11月 平成18年12月 平成19年１月 平成19年２月 平成19年３月 

最高（円） 562 527 495 492 488 463 

最低（円） 474 425 451 446 433 410 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

(代表取締役)

取締役社長 
  柳萬 雅德 昭和20年５月７日生 

昭和60年１月 当社入社 

昭和61年４月 当社三本木工場製造一課長 

平成３年６月 当社三本木工場長 

平成９年６月 当社電子材料事業部長 

平成13年６月 当社取締役電子材料事業部長 

平成15年６月 当社常務取締役経営企画室長 

平成18年６月 当社取締役社長（現） 

（注）２ 48 

(代表取締役) 

常務取締役 

経営企画室

長・精密機械

営業部担当 

森脇 幸治 昭和20年６月５日生 

昭和44年４月 当社入社 

平成元年６月 当社化成品事業部営業部営業

課長 

平成５年４月 当社化成品事業部大阪営業所

長  

平成７年６月 当社化成品事業部営業部長 

平成15年６月 当社取締役化成品事業部長兼

営業部長 

平成18年５月 理盛精密科技股份有限公司董

事長（現） 

平成18年６月 当社常務取締役経営企画室長

（現） 

（注）２ 23 

常務取締役 
経理部・ＩＲ

担当 
大塚 正幸 昭和22年10月８日生 

昭和46年７月 株式会社日本興業銀行入行 

平成３年12月 同行マドリッド支店長 

平成９年６月 同行事務管理部長 

平成12年６月 同行検査部長 

平成13年６月 当社取締役経営企画室長 

平成15年６月 当社取締役経理部長 

平成17年６月 当社取締役ＩＲ担当・ラサ晃

栄株式会社取締役社長 

平成19年５月 当社取締役ＩＲ担当 

平成19年６月 当社常務取締役経理部・ＩＲ

担当（現） 

（注）２ 19 

取締役 

ＲＡＭＭ開発

センター長・

研究開発担当 

石井 晴一 昭和22年１月27日生 

昭和44年４月 当社入社 

昭和58年４月 当社ＳＲプロジェクトチーム

部長補佐 

昭和60年４月 当社電子材料事業部企画課主

査 

昭和62年１月 当社新規事業推進室主査 

平成３年６月 当社総合開発本部総合開発セ

ンター主幹 

平成９年７月 当社総合開発本部ＲＡＭＭプ

ロジェクトチームリーダー 

平成14年４月 当社ＲＡＭＭ営業部長 

平成15年６月 当社取締役ＲＡＭＭ営業部長 

平成18年６月 当社取締役ＲＡＭＭ営業部

長・研究開発担当 

平成19年４月 当社取締役ＲＡＭＭ開発セン

ター長・研究開発担当（現） 

（注）２ 20 

取締役 

電子材料事業

部長兼営業部

長 

吉原 敬 昭和24年５月６日生 

昭和47年４月 当社入社 

平成３年４月 当社宮古工場長 

平成６年４月 当社三本木工場品質技術課長 

平成10年４月 当社三本木工場次長 

平成12年６月 当社三本木工場長 

平成13年７月 当社電子材料事業部営業部長 

平成15年６月 当社電子材料事業部長兼営業

部長 

平成17年６月 当社取締役電子材料事業部長

兼営業部長（現） 

（注）２ 15 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

 取締役 

機械事業部長

兼営業部営業

部長 

川野 芳則 昭和22年１月１日生 

昭和47年４月 当社入社 

昭和62年６月 当社第一機械事業部技術セン

ター所長 

平成元年４月 当社羽犬塚工場次長 

平成３年６月 当社機械事業部開発センター

長 

平成６年４月 当社機械事業部久留米営業所

長 

平成10年１月 当社羽犬塚工場長 

平成15年６月 当社機械事業部次長兼建設機

械営業部長 

平成18年６月 当社取締役機械事業部長兼土

木機械営業部長兼建設機械営

業部長 

平成19年４月 当社取締役機械事業部長兼営

業部営業部長（現） 

（注）２ 7 

 取締役 
化成品事業部

長兼営業部長 
下田 幹夫 昭和22年12月10日生 

昭和45年４月 当社入社 

昭和59年１月 当社化成品事業部営業企画課

長 

昭和60年４月 当社電子材料事業部営業課長 

昭和63年４月 当社大阪工場開発課長 

平成２年４月 当社大阪工場製造課長 

平成９年６月 当社化成品事業部開発センタ

ー長 

平成14年７月 当社大阪工場長  

平成18年６月 当社取締役化成品事業部長兼

営業部長（現） 

（注）２ 9 

 取締役 
総務部長・宮

古地区担当 
庄司 宇秀 昭和24年２月12日生 

昭和46年４月 当社入社 

昭和60年４月 当社三本木工場総務課長 

平成４年４月 当社総務部総務人事課長 

平成10年７月 当社化成品事業部営業部営業

二課長 

平成12年10月 当社化成品事業部大阪営業所

長 

平成14年４月 当社総務部次長 

平成15年６月 当社総務部長 

平成18年５月 ラサスティール株式会社取締

役社長（現） 

平成18年６月 当社取締役総務部長（現） 

（注）２ 18 

 



 （注）１．常勤監査役 高木邦彦、常勤監査役 若杉三敏及び監査役 種邑 満は、会社法第２条第16号に定める社外

監査役である。 

２．平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 

３．平成17年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

４．平成18年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

５．平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

常勤監査役   高木 邦彦 昭和19年10月31日生 

昭和43年４月 株式会社東海銀行入行 

平成６年10月 同行ロンドン支店長 

平成８年５月 同行人事部長 

平成８年６月 同行取締役人事部長 

平成10年６月 同行常務取締役人事部長 

平成11年６月 東海ビジネスサービス株式会

社取締役副社長 

平成12年６月 同社取締役社長 

平成14年１月 ＵＦＪオペレーションサービ

ス名古屋株式会社取締役社長 

平成14年６月 当社常勤監査役（現） 

平成14年９月 東海澱粉株式会社監査役

（現） 

（注）３ 9 

常勤監査役   若杉三敏 昭和27年10月22日生 

昭和50年４月 農林中央金庫入庫 

平成14年１月 同金庫大阪支店副支店長 

平成15年７月 同金庫系統システム基盤対策

部長 

平成16年６月 同金庫営業第四部長 

平成17年５月 日本鰹鮪漁業協同組合連合会

専務理事 

平成18年４月 日本かつお・まぐろ漁業協同

株式会社専務取締役 

平成19年６月 当社常勤監査役（現） 

（注）５ － 

監査役   丹 信吾 昭和20年３月17日生 

昭和48年４月 当社入社 

昭和62年２月 当社第二機械事業部営業部土

木機械課長 

平成５年４月 当社機械事業部大阪営業所土

木機械担当所長 

平成７年４月 当社機械事業部土木機械営業

部長 

平成11年６月 当社土木機械事業部長 

平成15年６月 当社取締役機械事業部長兼土

木機械営業部長 

平成18年６月 当社監査役（現） 

（注）４ 15 

監査役   種邑 満 昭和23年６月29日生 

昭和48年４月 朝日生命保険相互会社入社 

平成14年４月 同社収益管理部長 

平成14年10月 同社経営企画統括部門収益管

理担当副統括部門長 

平成15年４月 同社執行役員リスク管理統括

部門長 

平成16年７月 同社執行役員事務・システム

統括部門長 

平成17年４月 同社常務執行役員事務・シス

テム統括部門長 

平成17年７月 同社取締役常務執行役員事

務・システム統括部門長

（現） 

平成19年６月 当社監査役（現） 

（注）５ － 

  計   183 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びそ施策の実施状況 

（1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令及び社内規則、善良なる社会慣行などを全役

員・社員が誠実に遵守し、倫理観の上に成り立った企業経営を行うことで社会的信頼を獲得することが、株主価値の

向上に繋がるものと考え、コーポレート・ガバナンスの確立を経営の重要な課題として取り組み続けている。 

（2）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況 

①会社機関の基本説明 

各事業部門における業務遂行に対する機動的な意思決定と、責任体制の明確化を推進するため、社内分社制度を導

入している。これにより企業を取り巻く環境の変化に迅速に対応できる体制を形成するとともに、社員の意識改革に

努めている。また、各事業部門に対し最大限の権限委譲を行うことにより、各事業領域における専門性・特殊性を尊

重した迅速な意思決定を行う体制を整えている。 

取締役会は、現在８名の取締役で構成される体制を採用しており、定時・臨時の取締役会を開催し、重要な意思決

定と業務執行の監督を行っている。なお、当社は、その他案件毎の軽重により、社長、役付取締役以下それぞれの会

議毎に定められた人員で構成する「業務検討会」「経営幹部会」「経営会議」などの定例会議、及び必要に応じて臨

時の会議にはかり、合法性を含め検討決定し、決定結果につきオーソライズしている。なお、これらの会議には、監

査役も出席しており業務監査を実施している。また、この意思決定をする過程で、法律的、経理的あるいは税務的判

断が必要な場合には当然のことながら、国内外別の案件に応じ複数の顧問弁護士・税理士などと相談のうえ適法な判

断をし、その経理処理については事後に公認会計士の監査を受けている。 

また、当社は監査役制度を採用している。現在２名の常勤監査役（社外監査役）及び２名の非常勤監査役（うち社

外監査役１名）の計４名で監査役会を構成している。各監査役は、監査役会が決定した監査の方針・業務の分担に従

い、厳正な監査を実施している。また、監査役は、監査役会を通じて各監査役の監査状況の報告を受けることで、そ

れぞれ相互の情報を共有化し監査の効率化・向上をめざすとともに、子会社を含めた、業務執行の適法性の確保をは

かっている。 



②会社機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

 当社の内部統制システムとは、コンプライアンスの組織的な強化・再構築をはかるため、取締役社長を委員長とす

る「コンプライアンス委員会」を設置するとともに「企業倫理規程」を制定し、違反行為を防止していく全社的な体

制を再構築した。また、個人情報の保護に関しては、「個人情報保護委員会」を設置し、個人情報保護方針、個人情

報保護基本規程を定め、より一層全役職員が個人情報の適切な管理・取扱を行うよう体制を整備している。 

③内部監査及び監査役監査の状況 

 当社は、業務執行から独立した立場により、グループ全体の組織体制及び業務執行を把握し内部統制の有効性の評

価・改善を行う目的で社長直属の内部監査室（２名）を設置している。 

④会計監査の状況 

  当社は、新日本監査法人との間で、会社法監査・証券取引法監査につき監査契約を締結し会計監査業務を委嘱して

いる。 

  ・業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数 

  ※上記公認会計士の継続監査年数は７年以内であるため、記載を省略している。 

  ・監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士４名 会計士補３名 その他１名 

（注）その他は、公認会計士試験合格者である。 

公認会計士の氏名等 継続監査年数 

指 定 社 員 

業務執行社員 

原  真志   － 

米山 昌良   － 

堀越 喜臣   － 



⑤社外取締役及び社外監査役との関係 

  当社は、社外取締役を選任していない。 

  社外監査役との間の特別の利害関係はない。 

  （なお、社外監査役である、常勤監査役若杉三敏は、当社の特定関係事業者（主要な取引先金融機関）である農林

中央金庫の職務経歴がある。また、監査役種邑満が取締役を努める朝日生命保険相互会社と当社との間では、生

命保険に関する取引及び金銭消費貸借取引がある。） 

（3）リスク管理体制の整備状況 

 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するため

の体制についての決議内容は以下に記載のとおりである。 

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 ① 当社は、役職員に対しラサ工業コンプライアンス行動基準を定め、法令、社内規則、善良なる社会慣行などを

誠実に遵守するとともに、ステークホルダーの基本的権利を尊重し、倫理観と良識を持って事業活動を行い、社

会的信頼の向上をはかっていく。また、企業倫理規程、個人情報保護規程、内部情報管理及び内部者取引規制に

関する規程などに従った法令遵守に基づく適法経営を推進する。 

 ② 社長以下役付取締役で構成される「コンプライアンス委員会」を設置し、法令遵守の監視機能を担保してい

る。この具体的な仕組みとしては、当社の役職員が会社の業務に関して、法令諸規則及び企業倫理規程に抵触す

るおそれがあると判断したときは、各地区毎に定めている法令遵守管理者や、社外に設置している相談窓口であ

る弁護士事務所に直接相談等を行うことができるものとしている。これらの窓口からの通報が、当社に重大な影

響を及ぼす懸念のあるコンプライアンス上の問題である場合、コンプライアンス委員会を開催し、その調査並び

に社外公表、再発防止策につき審議し、具体的な措置を速やかに行い社会的信頼の回復に対処することになって

いる。 

 ③ 内部監査の職務を執行するための組織として、社長直属の内部監査室を設置している。 

 内部監査室は、各事業部門並びに管理部門の職務の執行が法令及び定款に適合し、有効的かつ効率的に行われ

ることのほか、財務報告の正確性を確保するための体制の監視を行うシステムを構築し、その運用を監査する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 取締役会議事録、稟議書、各種契約書、その他重要な会議における業務の執行の状況を記録した文書及び財務情

報などの重要な文書については、文書管理に関する規程に基づき保管する。取締役及び監査役は、これらの文書等

を常時閲覧できるものとしている。 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 損失の危険の管理に関しては、全社統一基準としての稟議規程に従うほか、分社制を採用している事業部門毎

に、夫々の取引先の業態・規模を勘案の上、決裁基準を定めている。また、事業に関するリスクについては、取締

役会、経営会議、業務検討会などの会議を定期的及び必要に応じて開催し検討する。今後リスク管理体制を強化す

る観点から、この付議基準・決裁基準その他については会社を取り巻く情勢などを勘案しながら常時整備・見直し

を進めることとする。 

 さらに、内部監査室が全社を俯瞰する立場で、管理部門及び事業部門のリスク管理の状況をチェックし、直接社

長を通じて取締役会に報告することとしている。なお、将来において新たな重大なリスクが発生し、取締役会が対

応を必要と判断する場合には、社長が速やかに対応責任者を定め、事態の解決をはかることにしている。 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 ① 当社は、社内分社制度を採用しており、各分社にそれぞれ権限を委譲するとともに、収益責任を分担させてい

る。これにより意思決定の迅速化・専門性の強化をはかりビジネスチャンスに対応するとともに、分社による組

織の細分化が、個々の社員間の意思疎通を円滑にすることに繋がり、監視機能の充実をはかっている。 

 ② 分社組織を全社的な立場から統括し、経営全般に亘る最適化をはかるための組織として、経営会議、経営幹部

会、月次報告会、予算会議などを設置している。 

５．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 ① 当社の連結対象会社に関しては、当社役付取締役及び経営企画室を担当する取締役と、連結対象会社の社長と

の間で、リスクを含めた会社経営の全般に亘る意見交換の機会を定期的に持つほか、リスク顕在化のおそれのあ

る事態が生じた場合はその都度適宜設けている。また、関係会社予算会議において年度事業計画を管理するとと

もに、各連結対象会社の取締役として、当社取締役もしくは主要職員を選任することにより、会社経営に関する

主要な事項の情報を入手している。 

 ② 管理部門により、連結対象会社の経営に関する主要な諸情報を定期的に収集するとともに、損益状況の把握を

行っている。これらの資料に基づき、内部監査室は重要な業務判断が適正に行われたかにつき監査することとな

っている。 



 ③ 経営企画室を中心として、連結対象会社に関してのコンプライアンス体制を整備するための諸施策を講じて行

く。 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用

人の取締役からの独立性に関する事項 

   当社は、常勤監査役と人事担当役員が、監査役を補助する専属の使用人についての必要性につき年一回協議を

行っているが、現在は置いていない。この専属の使用人を置いた場合の指揮命令権限は監査役及び監査役会が有

し、人事異動並びに社内規程に準拠した懲戒を行う必要が生じた時は、事前に監査役会の同意を得て行うものと

している。 

   現在は、監査役が職務の補助が必要な場合、管理部門の職員に監査業務に必要な事項を命ずることができるも

のとしている。 

７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

 ① 監査役は、法令で定められた取締役会に出席するほか、常勤監査役は、経営幹部会、月次報告会、予算会議な

どの重要な会議に出席するとともに、社長による決裁がなされた稟議書その他重要な報告書の全てが、直ちに回

覧されることにより、重要な業務執行が報告される体制を整えている。 

 ② 監査役は、当社に重大な影響を及ぼす懸念のあるコンプライアンス上の問題が生じた場合、コンプライアンス

委員会への出席を通じて事態の概要及び基本的な対処方針についての情報を入手することができる。 

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

   監査役会は、業務執行を行っている社長以下管理部門・事業部門の担当取締役並びに主要な職員に対し、監査

計画に基づく個別のヒアリングを定期的に実施するとともに、コンプライアンス上の問題が生じる懸念のある事

項が生じた場合については、随時関連する役職員に適宜ヒアリングを行うこととしている。また、定期的に会計

監査人との間で意見の交換を行っている。 

（4）役員報酬の内容 

当事業年度中における当社の取締役及び監査役に対する報酬等の内容は以下のとおりである。 

・取締役に支払った報酬は、89百万円 

（上記の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていない。） 

・監査役に支払った報酬は、40百万円（うち社外監査役分36百万円） 

・当期の役員賞与の支払はない。 

・当社は、役員退職慰労金制度を廃止している。 

（5）監査報酬の内容 

当社が当事業年度中に新日本監査法人に支払った報酬等の内容は以下のとおりである。 

・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報酬 32百万円 

（6）取締役の定数 

当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めている。 

（7）取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。 

（8）自己株式の取得 

 当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等によ

り自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。 

（9）株主総会の特別決議要件 

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めている。 



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いる。 

 なお、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３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18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作

成している。 

(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いる。 

 なお、第138期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、第139期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３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、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日ま

で）及び第138期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）並びに当連結会計年度（平成18年４月１

日から平成19年３月31日まで）及び第139期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の連結財務諸

表及び財務諸表について、新日本監査法人により監査を受けている。 



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18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19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
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  3,582 8,558 

２．受取手形及び売掛金 ※６ 7,781 9,644 

３．たな卸資産 ※２ 3,939 4,209 

４．繰延税金資産  208 289 

５．その他  704 457 

６．貸倒引当金  △32 △11 

流動資産合計  16,185 38.4 23,148 46.0

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※２   

(1）建物及び構築物  12,632 13,391   

減価償却累計額  △6,434 6,198 △6,828 6,562 

(2）機械装置及び運搬具  24,196 27,172   

減価償却累計額  △17,487 6,709 △18,694 8,478 

(3）工具器具備品  1,495 1,682   

減価償却累計額  △1,051 444 △1,100 582 

(4）土地  5,254 5,246 

(5）建設仮勘定  595 1,213 

有形固定資産合計  19,202 45.5 22,082 43.8

２．無形固定資産    

(1）借地権  929 929 

(2）その他  207 416 

無形固定資産合計  1,137 2.7 1,346 2.7

 



   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19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
（％） 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※1,3 3,328 2,514 

(2）長期貸付金  1,327 105 

(3）繰延税金資産  54 256 

(4）その他   957 913 

(5）貸倒引当金  △31 △15 

投資その他の資産合計  5,636 13.4 3,773 7.5

固定資産合計  25,975 61.6 27,203 54.0

資産合計  42,161 100.0 50,351 100.0 

     

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金 ※６ 4,177 5,117 

２．短期借入金 ※2,3 10,452 10,459 

３．未払法人税等  130 637 

４．賞与引当金  412 460 

５．設備支払手形 ※６ 636 1,367 

６．その他 ※２ 1,847 2,709 

流動負債合計  17,658 41.9 20,751 41.2

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※2,3 8,731 8,702 

２．退職給付引当金  1,284 1,438 

３．その他 ※２ 1,227 1,240 

固定負債合計  11,244 26.7 11,382 22.6

負債合計  28,903 68.6 32,133 63.8

     

（少数株主持分）    

少数株主持分  － － － －

     
 



   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19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
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※４ 6,230 14.8 － －

Ⅱ 資本剰余金  3,516 8.3 － －

Ⅲ 利益剰余金  2,811 6.7 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 723 1.7 － －

Ⅴ 為替換算調整勘定  2 0.0 － －

Ⅵ 自己株式 ※５ △27 △0.1 － －

資本合計  13,258 31.4 － －

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 42,161 100.0 － － 

     
 



   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19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
（％） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － － 8,443 16.8

２．資本剰余金  － － 5,729 11.4

３．利益剰余金  － － 3,528 7.0

４．自己株式  － － △34 △0.1

  株主資本合計  － － 17,666 35.1

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差
額金 

 － － 472 1.0

２．為替換算調整勘定  － － 63 0.1

  評価・換算差額等合計  － － 536 1.1

Ⅲ 少数株主持分  － － 14 0.0

純資産合計  － － 18,217 36.2

負債純資産合計  － － 50,351 100.0

     



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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
（％） 

Ⅰ 売上高   26,348 100.0 31,824 100.0 

Ⅱ 売上原価 19,229 73.0 23,702 74.5

売上総利益   7,118 27.0 8,122 25.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 5,379 20.4 5,474 17.2

営業利益 1,739 6.6 2,647 8.3

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 26 11   

２．受取配当金 30 42   

３．為替差益 44 37   

４．受取地代家賃 33 34   

５．その他 97 232 0.9 121 247 0.8

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息 263 342   

２．その他 144 407 1.6 238 581 1.8

経常利益 1,564 5.9 2,313 7.3

Ⅵ 特別利益   

  １．国庫等補助金 － 205   

２．固定資産圧縮特別勘定 
  戻入額   

243 －   

３．投資有価証券売却益 214 458 1.8 － 205 0.6

Ⅶ 特別損失   

１．休止鉱山鉱害対策費用 165 251   

２．コプラナーＰＣＢ対策
費用 

－ 129   

３．減損損失 ※３ 95 13   

４．固定資産圧縮損 243 －   

５．役員退職慰労金 82 －   

６. その他 42 629 2.4 76 470 1.5

税金等調整前当期純利
益 

1,393 5.3 2,048 6.4

法人税、住民税及び事
業税 

624 935   

法人税等調整額 △34 589 2.2 2 938 2.9

少数株主利益 － － 0 0.0

当期純利益 804 3.1 1,109 3.5

    



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,516

Ⅱ 資本剰余金増加高  

  １．自己株式処分差益  0 0

Ⅲ 資本剰余金期末残高  3,516

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  2,354

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  804 804

   

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．配当金  346 346

Ⅳ 利益剰余金期末残高  2,811

   



連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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 

連結会計年度中の変動額           

 新株の発行 2,212 2,212     4,424 

 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 

 当期純利益     1,109   1,109 

 自己株式の取得       △7 △7 

 自己株式の処分   0   0 0 

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） 2,212 2,212 716 △6 5,134 

平成19年３月31日 残高（百万円） 8,443 5,729 3,528 △34 17,666 

  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 

連結会計年度中の変動額         

 新株の発行     －   4,424 

  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 

 当期純利益     －   1,109 

 自己株式の取得     －   △7 

  自己株式の処分     －   0 

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） 

△251 61 △189 14 △175 

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

△251 61 △189 14 4,959 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

472 63 536 14 18,217 



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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 

   

税金等調整前当期純利益  1,393 2,048 

減価償却費  2,014 2,541 

貸倒引当金の増減額  6 △18 

賞与引当金の増減額  △31 48 

退職給付引当金の増減額  238 153 

受取利息及び受取配当金  △57 △54 

支払利息  263 342 

固定資産減損損失   95 13 

固定資産圧縮損  243 － 

固定資産圧縮特別勘定戻
入額 

 △243 － 

投資有価証券売却益  △214 － 

売上債権の増減額  572 △1,482 

たな卸資産の増減額  △666 △203 

その他資産の増減額  △114 150 

仕入債務の増減額  △12 929 

その他負債の増減額  39 469 

その他  132 △128 

小計  3,659 4,810 

利息及び配当金の受取額  57 53 

利息の支払額  △252 △335 

法人税等の支払額  △1,502 △415 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,961 4,113 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

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 

 △5,099 △3,058 

有形固定資産の売却によ
る収入 

 35 41 

収用等補償金の受入によ
る収入 

 424 － 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △472 － 

投資有価証券の売却によ
る収入 

 423 － 

貸付による支出  △171 － 

その他  50 △8 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △4,809 △3,026 

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  104 △203 

長期借入れによる収入  6,050 3,474 

長期借入金の返済による
支出 

 △3,872 △3,566 

株式の発行による収入  － 4,424 

配当金の支払額  △346 △347 

その他  △7 △34 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,927 3,747 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 7 6 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額 

 △912 4,841 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 4,495 3,582 

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期末
残高 

 3,582 8,552 

     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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㈱、R

ASA 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、当連結会計年度にお

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。 

  (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）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、

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、当期純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても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、当期純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体とし

ても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 

  ミテジマ化学㈱ 

  当社は、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。 

(2）      同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

３．連結子会社の事業年度等

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。 

 連結子会社のうち日本シーアールアイ

㈱、RASA ELECTRONICS,INC．及び理盛精

密科技股份有限公司の決算日は、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 

(a）満期保有目的の債券… 

償却原価法（定額法） 

(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… 

同左 

  (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） 

(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） 

  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 

  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、機械事業に関

するものは主として個別

原価法） 

ロ．たな卸資産 

(a)製品・半製品・仕掛品… 

同左 

  (b）商品（販売用土地）… 

 個別原価法 

(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 

  (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 

(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 

  ロ．無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法 

ロ．無形固定資産 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (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。 

(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、当連結会計年度の負担額を

計上している。 

ロ．賞与引当金 

同左 

  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。 

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。 

 また、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66百万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、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。 

 過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（15年）による定額法により

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 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (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 

  ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 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 

＜ヘッジ手段＞ ＜ヘッジ対象＞ 

金利スワップ ……   同左 

通貨スワップ ……   同左 

  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 

  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 

  (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 

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っている。 

(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．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につ

いては、全面時価評価法を採用してい

る。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、原則

として発生年度より実質的判断による年

数の見積りが可能なものはその見積り年

数で、その他については５年間の均等償

却を行っている。 

───── 

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計年度中に

確定した利益処分に基づいて作成してい

る。 

───── 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 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、且つ、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 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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 

───── 

   

 当連結会計年度より「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18,203百万円である。 

 なお、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成して

いる。 



表示方法の変更 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

（連結貸借対照表関係） 

  １．繰延税金負債（流動） 

 前連結会計年度末まで区分掲記していた流動負債の

「繰延税金負債」（当連結会計年度末１百万円）は、

負債、少数株主持分及び資本の合計額の100分の１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。 

（連結貸借対照表関係） 

───── 

     
  ２．繰延税金負債（固定） 

  前連結会計年度末まで区分掲記していた固定負債の

「繰延税金負債」（当連結会計年度末４百万円）は、

負債、少数株主持分及び資本の合計額の100分の１以下

であり、重要性がないため、固定負債の「その他」に

含めて表示することに変更した。 

 

（連結損益計算書関係） 

固定資産除却損 

 前連結会計年度において区分掲記していた「固定資

産除却損」は、特別損失の合計額の100分の10以下であ

り、重要性がないため、当連結会計年度より特別損失

の「その他」（当連結会計年度12百万円）に含めて表

示することに変更した。 

（連結損益計算書関係） 

───── 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

固定資産除却損 

  前連結会計年度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

連結会計年度12百万円）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。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

１．投資有価証券の取得による支出 

  前連結会計年度において区分掲記していた投資活動

によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の取得に

よる支出」（当連結会計年度０百万円）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。 

  ２．投資有価証券の売却による収入 

  前連結会計年度において区分掲記していた投資活動

によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の売却に

よる収入」（当連結会計年度８百万円）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。 

  ３．貸付による支出 

  前連結会計年度において区分掲記していた投資活動

によるキャッシュ・フローの「貸付による支出」（当

連結会計年度10百万円）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。 



追加情報 

前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

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。 
  

  
  

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。 

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  

───── 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

注(1) 注(1) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。 

投資有価証券（株式） 427百万円 投資有価証券（株式）    61百万円

※２ このうち ※２ このうち 

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 

建物及び構築物    2,930百万円

機械装置及び運搬具  6,591 

工具器具備品 341 

土地 1,928 

たな卸資産（販売用不動産）  88 

計 11,880 

は財団を設定し、次の債務の担保に供している。 は財団を設定し、次の債務の担保に供している。 

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） 

長期借入金 156百万円

短期借入金 1,176 

 （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779百万円は

次の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736百万円は

次の債務の担保に供している。 

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） 

流動負債・その他 41 

固定負債・その他 1,189 

短期借入金 5百万円

（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

流動負債・その他  98 

固定負債・その他 1,091 

※３ 投資有価証券のうち、222百万円は次の債務の担保

に供している。 

※３ 投資有価証券のうち、120百万円は次の債務の担保

に供している。 

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） 

短期借入金  2百万円

（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式69,442千株で

ある。 

※４        ───── 

※５ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式112,446

株である。 

※５        ───── 

※６        ―――――― ※６ 連結会計年度末日満期手形 

   連結会計年度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、当連結会計年度の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

会計年度末残高に含まれている。 

  受取手形 424百万円

支払手形 333 

設備支払手形 93 

注(2) 保証債務 注(2)        ───── 

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   868百万円 

計 868 

 

 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

注(3) 受取手形割引高 171百万円 注(3) 受取手形割引高    160百万円

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連結会計年度末の借入未実行

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 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

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。 

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 

出荷費・運賃      2,008百万円

給料諸手当  813 

賞与引当金繰入額  119 

退職給付費用  272 

研究開発費  571 

※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 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

  518百万円      571百万円

 ※３ 減損損失 

  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。 

  

  

  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。 

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 

 ※３ 減損損失 

  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。 

  

  

  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。 

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 



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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）１．普通株式の発行済株式総数の増加10,000千株は、公募増資（一般募集）による新株発行9,000千株及び第三

者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）による新株発行1,000千株

によるものである。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の増加15千株は単元未満株式の買取請求による増加であり、減少１千株は単元

未満株式の買増請求によるものである。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

    該当事項はない。 

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） 

 
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式（注）１ 69,442 10,000 － 79,442 

合計 69,442 10,000 － 79,442 

自己株式        

普通株式（注）２ 112 15 1 125 

合計 112 15 1 125 

（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 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 396  利益剰余金 5 平成19年３月31日 平成19年６月29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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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 

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 

  （百万円）

現金及び預金勘定  3,582 

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 

  （百万円）

現金及び預金勘定 8,558 

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 8,552 



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

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 

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） 

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

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 

1,891 643 1,247

工具器具備品 215 75 139

合計 2,106 719 1,387

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 

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 409百万円

１年超 810 

合計 1,219 

１年内    309百万円

１年超 541 

合計 851 

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 580百万円

減価償却費相当額 338 

支払利息相当額 22 

支払リース料    416百万円

減価償却費相当額 333 

支払利息相当額 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（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 

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。 

 

（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。  

５．利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

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 

  種類 

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えるもの 

(1）国債・地方

債等 
－ － － － － － 

(2）社債 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 － － － － － － 

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えないもの 

(1）国債・地方

債等 
49 47 △2 49 47 △1 

(2）社債 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 49 47 △2 49 47 △1 

合計 49 47 △2 49 47 △1 

  種類 

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日） 

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） 

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） 

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの 

(1）株式 1,133 2,359 1,226 1,133 1,910 776 

(2）債券             

①国債・地方債

等 
－ － － － － － 

②社債 － － － － － － 

③その他 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 1,133 2,359 1,226 1,133 1,910 776 

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの 

(1）株式 41 34 △6 41 36 △5 

(2）債券             

①国債・地方債

等 
－ － － － － － 

②社債 － － － － － － 

③その他 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 41 34 △6 41 36 △5 

合計 1,174 2,394 1,220 1,175 1,946 771 



３．前連結会計年度及び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主な有価証券の内容 

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今後の償還予定額 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

売却額（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

売却額（百万円）
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

424 214 － － － － 

  

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券     

非上場株式 456 456 

  

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日） 

１年以内 
（百万円） 

１年超５
年以内 
（百万円） 

５年超10
年以内 
（百万円）

10年超 
（百万円）

１年以内 
（百万円）

１年超５
年以内 
（百万円） 

５年超10
年以内 
（百万円） 

10年超 
（百万円）

１．債券                 

(1）国債・地方債等 － － 49 － － － 49 － 

(2）社債 － － － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － － － 

２．その他 － － － － － － － － 

合計 － － 49 － － － 49 － 



（デリバティブ取引関係） 

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．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価に関する事項 

 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。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価に関する事項 

 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。 

(１)取引の内容及び利用目的 

当社は、金利関連では借入金利の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを、通貨関連では外貨建

貸付金の為替変動リスクを回避する目的で通貨スワップを行っている。 

(２)取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の金利、為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針である。 

(３)取引に係るリスクの内容 

当社のデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内銀行であるため、信用リスクはほとんど

ないと認識している。 

(４)取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、社内規定に従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行

っている。 

(１)取引の内容及び利用目的 

当社は、金利関連では借入金利の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを、通貨関連では外貨建

貸付金の為替変動リスクを回避する目的で通貨スワップを行っている。 

(２)取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の金利、為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針である。 

(３)取引に係るリスクの内容 

当社のデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内銀行であるため、信用リスクはほとんど

ないと認識している。 

(４)取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、社内規定に従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行

っている。 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けており、連結子会社は、確定給付型

の制度として主に退職一時金制度及び中小企業退職金共済制度を設けている。 

 なお、一部の海外子会社は確定拠出年金制度を設けている。 

２．退職給付債務に関する事項 

 （注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたって、簡便法を採用している。 

３．退職給付費用に関する事項 

 （注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「(1)勤務費用」に計上している。 

    
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

  (1）退職給付債務（百万円） △5,115 △5,044 

  (2）年金資産（百万円） 1,923 2,151 

  (3）未積立退職給付債務 (1)＋(2)（百万円） △3,191 △2,893 

  (4）会計基準変更時差異の未処理額（百万円） 1,397 1,241 

  (5）未認識数理計算上の差異（百万円） 509 372 

  (6）未認識過去勤務債務（債務の減額）（百万円） － △93 

  
(7）連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5)＋(6)

（百万円） 
△1,284 △1,371 

  (8）前払年金費用（百万円） － 66 

  (9）退職給付引当金 (7)－(8)（百万円） △1,284 △1,438 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

退職給付費用（百万円） 

(1) 勤務費用（百万円） 

(2) 利息費用（百万円） 

(3) 期待運用収益（百万円） 

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額（百万円） 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 

(6）過去勤務債務の費用処理額（百万円） 

(7）確定拠出年金の拠出額等（百万円） 

534 

275 

110 

△79 

155 

74 

－ 

－ 

503 

273 

111 

△86 

155 

51 

△6 

3 



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はない。 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

(1）割引率（％） 2.2 2.2 

(2）期待運用収益率（％） 5.22 4.52 

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(4）会計基準変更時差異の処理年数  当社は15年である。連結子会社は

一括費用処理している。 

同左 

(5）数理計算上の差異の処理年数   15年（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。） 

同左 

(6）過去勤務債務の額の処理年数 －  15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

額法により費用処理している。） 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３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 

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   

賞与引当金 167百万円

未払事業税 19 

土地減損損失 38 

投資有価証券評価損否認 65 

退職給付引当金 521 

販売用不動産評価損否認 111 

賞与引当金に係る法定福利費 24 

その他 52 

繰延税金資産小計 1,001 

評価性引当額 △199 

繰延税金資産合計 802 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △499 

固定資産圧縮積立金 △18 

特別償却準備金 △24 

その他 △3 

繰延税金負債合計 △545 

繰延税金資産の純額 257 

繰延税金資産   

賞与引当金    187百万円

未払事業税 57 

土地減損損失 44 

投資有価証券評価損否認 65 

退職給付引当金 584 

販売用不動産評価損否認 111 

設備投資減税 103 

その他 92 

繰延税金資産小計 1,247 

評価性引当額 △355 

繰延税金資産合計 891 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △300 

固定資産圧縮積立金 △18 

特別償却準備金 △5 

その他 △31 

繰延税金負債合計 △355 

繰延税金資産の純額 536 

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。 

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。 

流動資産－繰延税金資産 208百万円

固定資産－繰延税金資産 54 

流動負債－繰延税金負債 △1 

固定負債－繰延税金負債 △4 

流動資産－繰延税金資産    289百万円

固定資産－繰延税金資産 256 

流動負債－繰延税金負債 △1 

固定負債－繰延税金負債 △7 

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 

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 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

坦率との差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略している。 

  （％）

法定実効税率 40.69 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.67 

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目 
△1.26 

住民税均等割 1.25 

評価性引当額増減額 7.60 

税額控除 △2.23 

その他 △0.91 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.81 



（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 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、6,147百万円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び税効果会計に係る繰延税金

資産である。 

４．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却が含まれている。 

  
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）

Ⅰ．売上高及び営業利益               

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 455 (165) 956 483 1,729 9  1,739 

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
              

資産 11,066 6,145 14,273 4,599 36,084 6,076 42,161 

減価償却費 547 275 1,018 89 1,931 84 2,016 

減損損失 － － － － － 95 95 

資本的支出 904 377 2,895 248 4,426 99 4,526 

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 



当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19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 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、9,230百万円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び税効果会計に係る繰延税金

資産である。 

４．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却が含まれている。 

【所在地別セグメント情報】 

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） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも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。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも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）

Ⅰ．売上高及び営業利益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 14,838 6,538 9,426 1,022 31,824 － 31,824 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
69 8 41 47 166 (166) － 

計 14,908 6,546 9,467 1,069 31,991 (166) 31,824 

営業費用 13,926 6,451 8,433 534 29,346 (169) 29,177 

営業利益 981 95 1,033 535 2,645 2 2,647 

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
              

資産 14,748 6,346 15,277 4,854 41,228 9,123 50,351 

減価償却費 675 303 1,391 99 2,469 74 2,544 

減損損失 － － － － － 13 13 

資本的支出 1,545 220 2,442 88 4,296 73 4,369 

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。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19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。 

【関連当事者との取引】 

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）子会社等 

（注）１．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定している。 

２．原料の販売については、市場価格を勘案して一般的取引と同様に決定している。 

３．ロイヤリティーについては、原則として子会社製造品売上総額に２％を乗じたロイヤリティーを収受してい

る。 

４．銀行借入額の内、868百万円を債務保証している。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はない。 

  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 

  アジア 欧米 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 3,971 2,434 6,405 

Ⅱ．連結売上高（百万円）     31,824 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.5 7.6 20.1 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 

（百万円） 
事業の
内容 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関係内容 

取引の内容 
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 

子会社 

理盛精密

科技股份

有限公司 

中華民国 

台中縣 
326 化成品 

所有直接 

100％ 

役員 

２名 

原料の

販売等 

資金の貸付 170 長期貸付金 1,215 

利息の受取 21 未収入金 3 

原料の販売 

及びロイヤリ

ティー 

103 売掛金 5 

保証債務  868 ― － 



（１株当たり情報） 

 （注）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

（重要な後発事象） 

     該当事項はない。 

  

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

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

１株当たり純資産額    229円50銭

１株当たり当期純利益金額   15円03銭

 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。 

 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。 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円） 804 1,109 

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） 804 1,109 

普通株式の期中平均株式数（千株） 69,338 73,861 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はない。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率は期末の加重平均利率を使用して算定している。 

    ２．長期借入金及び預り保証金（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ある。 

(2）【その他】 

 該当事項はない。 

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 6,885 6,933 1.498 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 3,567 3,525 1.799 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 8,731 8,702 1.671 
平成20年４月～

平成23年４月 

その他の有利子負債         

従業員預り金（社内預金） 899 937 1.069 － 

預り保証金（１年以内に返済予定のものを含む） － 943 1.500 平成28年10月 

合計 20,083 21,042 － － 

  
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 2,329 1,634 4,508 230 

預り保証金 98 98 98 98 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
第  138  期 

（平成18年３月31日） 
第  139  期 

（平成19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
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  3,369 8,226 

２．受取手形 ※５ 2,060 2,519 

３．売掛金  5,057 6,056 

４．商品 ※１ 139 139 

５．製品  1,291 1,296 

６．半製品  8 4 

７．原材料  513 521 

８．仕掛品  1,574 1,676 

９．貯蔵品  48 48 

10．前渡金  27 14 

11．前払費用  83 88 

12．繰延税金資産  202 270 

13．短期貸付金  8 14 

14．関係会社短期貸付金  186 189 

15．未収入金  603 315 

16．その他  21 100 

17．貸倒引当金  △32 △11 

流動資産合計  15,162 37.2 21,471 45.3

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

（1）建物  9,186 9,366   

減価償却累計額  △4,042 5,143 △4,337 5,028 

（2）構築物  3,256 3,272   

減価償却累計額  △2,276 979 △2,329 943 

（3）機械及び装置  23,098 25,173   

減価償却累計額  △16,627 6,470 △17,592 7,581 

     
 



   
第  138  期 

（平成18年３月31日） 
第  139  期 

（平成19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
（％） 

（4）車両及び運搬具  41 37   

減価償却累計額  △35 5 △33 4 

（5）工具器具及び備品  1,396 1,416   

減価償却累計額  △967 429 △991 424 

（6）土地  4,901 4,842 

（7）建設仮勘定  595 215 

有形固定資産合計  18,525 45.5 19,041 40.1

２．無形固定資産    

（1）営業権  19 － 

（2）特許権  0 － 

（3）借地権  929 929 

（4）ソフトウェア  173 400 

（5）施設利用権  11 11 

無形固定資産合計  1,134 2.8 1,342 2.8

３．投資その他の資産    

（1）投資有価証券 ※２ 2,861 2,408 

（2）関係会社株式  779 723 

（3）出資金  0 0 

（4）従業員長期貸付金  110 94 

（5）関係会社長期貸付金  1,215 1,241 

（6）破産債権、再生債
権、更生債権その他
これらに準ずる債権 

 20 6 

（7）長期前払費用  196 131 

（8）繰延税金資産  54 248 

（9）退職給与引当資産  440 454 

（10）その他  255 279 

（11）貸倒引当金  △28 △15 

投資その他の資産合計  5,906 14.5 5,573 11.8

固定資産合計  25,566 62.8 25,956 54.7

資産合計  40,729 100.0 47,428 100.0 

     
 



   
第  138  期 

（平成18年３月31日） 
第  139  期 

（平成19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
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※５ 1,797 2,484 

２．買掛金  2,268 2,500 

３．短期借入金 ※1,2 6,200 6,200 

４．一年内返済予定の長期
借入金 

※1,2 3,502 3,119 

５．未払金   144 355 

６．未払費用  622 708 

７．未払法人税等  118 576 

８．前受金  42 263 

９．預り金 ※１ 83 150 

10．従業員預り金  899 937 

11．賞与引当金  393 439 

12．設備支払手形 ※５ 632 1,366 

13．その他  4 140 

流動負債合計  16,710 41.0 19,242 40.6

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※1,2 8,366 7,647 

２．退職給付引当金  1,249 1,405 

３．預り敷金 ※１ 258 258 

４．預り保証金 ※１ 963 865 

５．その他  10 10 

固定負債合計  10,849 26.7 10,188 21.5

負債合計  27,560 67.7 29,430 62.1

 



   
第  138  期 

（平成18年３月31日） 
第  139  期 

（平成19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
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３ 6,230 15.3 － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  3,516 －   

２．その他資本剰余金    

（1）自己株式処分差益  0 －   

資本剰余金合計  3,516 8.6 － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  447 －   

２．任意積立金    

(1）別途積立金  807 －   

(2）固定資産圧縮積立金  27 －   

(3）特別償却準備金  68 －   

３．当期未処分利益  1,383 －   

利益剰余金合計  2,734 6.7 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 714 1.8 － －

Ⅴ 自己株式 ※４ △27 △0.1 － －

資本合計  13,169 32.3 － －

負債・資本合計  40,729 100.0 － － 

     
 



   
第  138  期 

（平成18年３月31日） 
第  139  期 

（平成19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
（％） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － － 8,443 17.8

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  － 5,728   

(2）その他資本剰余金  － 0   

資本剰余金合計   － － 5,729 12.1

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  － 7   

別途積立金  － 1,407   

繰越利益剰余金  － 1,509   

利益剰余金合計   － － 3,398 7.2

４．自己株式  － － △34 △0.1

株主資本合計   － － 17,536 37.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差
額金 

 － － 461 0.9

評価・換算差額等合計   － － 461 0.9

純資産合計   － － 17,998 37.9

負債純資産合計   － － 47,428 100.0

     



②【損益計算書】 

   
第  138  期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  139  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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
（％） 

Ⅰ 売上高  24,257 100.0 28,681 100.0 

Ⅱ 売上原価    

１．商品製品期首たな卸高  1,275 1,430   

２．当期製品仕入高  4,207 5,893   

３．当期製品製造原価  13,556 15,613   

４．他勘定受入高 ※１ 161 130   

合計  19,201 23,068   

５．他勘定振替高 ※２ 49 216   

６．商品製品期末たな卸高  1,430 17,721 73.1 1,439 21,412 74.7

売上総利益  6,535 26.9 7,268 25.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,948 20.4 4,967 17.3

営業利益  1,587 6.5 2,301 8.0

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  32 33   

２．受取配当金  85 113   

３．為替差益  44 37   

４．受取地代家賃 ※３ 32 34   

５．その他  63 257 1.1 83 301 1.1

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  249 286   

２．その他  126 375 1.5 199 486 1.7

経常利益  1,469 6.1 2,116 7.4

Ⅵ 特別利益    

１．国庫等補助金  － 205   

２．投資有価証券売却益  214 －   

３. 固定資産圧縮特別勘定 
  戻入額 

  162 376 1.6 － 205 0.7

     
 



   
第  138  期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  139  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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
（％） 

Ⅶ 特別損失    

１．休止鉱山鉱害対策費用  167 252   

２．コプラナーＰＣＢ対策 
  費用 

 － 129   

３．減損損失 ※４ 105 63   

４．固定資産圧縮損  162 －   

５. 役員退職慰労金  68 －   

６．その他  42 545 2.3 76 521 1.8

税引前当期純利益  1,299 5.4 1,800 6.3

法人税、住民税及び事
業税 

 574 851   

法人税等調整額  △40 533 2.2 △61 789 2.8

当期純利益  765 3.2 1,010 3.5

前期繰越利益  618 － 

当期未処分利益  1,383 － 

     



製品製造原価明細書 

 （注）※１．宮古工場、三本木工場、大阪工場、伊勢崎工場、野田工場は総合原価計算、羽犬塚工場及び不動産部門は

個別原価計算を行っている。 

    ※２．第139期の他勘定振替払出高は、営業外費用（たな卸資産処分損等）である。 

   
第  138  期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  139  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
比率 
（％） 

金額（百万円） 
比率 
（％） 

材料費  6,074 43.9 7,258 46.2

労務費  3,257 23.5 3,660 23.3

経費  4,506 32.6 4,790 30.5

（うち外注加工費）  (803) (766) 

（うち減価償却費）  (1,553) (1,902) 

当期総製造費用 ※１ 13,838 100.0 15,709 100.0 

期首仕掛品たな卸高  1,300 1,582 

合計  15,138 17,291 

期末仕掛品たな卸高  1,582 1,676 

他勘定振替払出高 ※２ － 2 

当期製品製造原価  13,556 15,613 



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

   
第  138  期 

（平成18年６月29日 
株主総会承認） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益  1,383

Ⅱ 任意積立金取崩額  

１．固定資産圧縮積立金取
崩額 

 0

２．特別償却準備金取崩額  32 33

合計  1,417

Ⅲ 利益処分額  

１．配当金  346

２．任意積立金  

別途積立金  600 946

Ⅳ 次期繰越利益  470



株主資本等変動計算書 

第  139  期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３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 
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 

事業年度中の変動額                        

  新株の発行 2,212 2,212   2,212           －   4,424 

固定資産圧縮積立金の

取崩（注） 
      －   △0     0 －   － 

  固定資産圧縮積立金の 

  取崩 
      －   △0     0 －   － 

  特別償却準備金の取崩

（注） 
      －     △32   32 －   － 

特別償却準備金の取崩       －     △27   27 －   － 

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

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

  当期純利益       －         1,010 1,010   1,010 

   自己株式の取得       －           － △7 △7 

  自己株式の処分     0 0           － 0 0 

  株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額） 

      －           －   － 

事業年度中の変動額合計

（百万円） 
2,212 2,212 0 2,212 － △1 △60 600 125 664 △6 5,082 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
8,443 5,728 0 5,729 447 26 7 1,407 1,509 3,398 △34 17,536 



 （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 

事業年度中の変動額      

新株の発行   － 4,424 

固定資産圧縮積立金の

取崩（注） 
  － － 

固定資産圧縮積立金の

取崩 
  － － 

特別償却準備金の取崩

（注） 
  － － 

特別償却準備金の取崩   － － 

別途積立金の積立（注）   － － 

剰余金の配当（注）   － △346 

当期純利益   － 1,010 

自己株式の取得   － △7 

自己株式の処分   － 0 

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額） 

△253 △253 △253 

事業年度中の変動額合計

（百万円） 
△253 △253 4,828 

平成19年３月31日 残高

（百万円） 
461 461 17,998 



重要な会計方針 

項目 
第  138  期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  139  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券……償却原価法

（定額法） 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券……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 

  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) 

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 

  (2）たな卸資産 

イ．製品、半製品及び仕掛品 

……移動平均法によ

る原価法 

（ただし、機械事業に関するもの 

……個別原価法） 

(2）たな卸資産 

イ．製品、半製品及び仕掛品 

          ……同左 

  ロ．原材料・貯蔵品……移動平均法によ

る原価法 

ロ．原材料・貯蔵品……同左 

  ハ．商品（販売用土地） 

……個別原価法 

ハ．商品（販売用土地） 

          ……同左 

２．固定資産の減価償

却の方法 

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。 

有形固定資産……同左 

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 

構築物 ８～50年 

機械及び装置 ７～12年 

建物 20～39年 

構築物 ８～50年 

機械及び装置 ７～12年 

   無形固定資産……定額法 無形固定資産……同左 

   なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

 

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 

  (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。 

(2）賞与引当金 

同左 

 



項目 
第  138  期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  139  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (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。 

(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。 

 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66百万円を前

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。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（15年）による定額法により費用処理し

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。 

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 

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 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (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 

<ヘッジ手段> <ヘッジ対象> 

金利スワップ …… 同左 

通貨スワップ …… 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 

 



会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

項目 
第  138  期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  139  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (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 

６．その他財務諸表作成

のための重要な事項 

(1）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。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

第  138  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  139  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  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） 

 当事業年度より、「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17,998百

万円である。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成している。 

第  138  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  139  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（損益計算書関係） 

      固定資産除却損 

   前事業年度において区分掲記していた「固定資産除

却損」は、特別損失の合計額の100分の10以下であ

り、重要性がないため、当事業年度より特別損失の

「その他」（当事業年度12百万円）に含めて表示する

ことに変更した。 

―――――― 



追加情報 

第  138  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  139  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

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 

（貸借対照表関係） 

第  138  期 
（平成18年３月31日） 

第  139  期 
（平成19年３月31日） 

注(1) 注(1) 

※１ このうち ※１ このうち 

建物 2,546百万円

構築物  575 

機械及び装置  5,373 

車両及び運搬具  4 

工具器具及び備品  388 

土地  1,928 

商品（販売用不動産） 88 

計 10,904 

建物 2,387百万円

構築物 543 

機械及び装置  6,587 

車両及び運搬具 3 

工具器具及び備品 341 

土地     1,928 

商品（販売用不動産） 88 

計 11,880 

は財団を設定し、次の債務の担保に供している。 は財団を設定し、次の債務の担保に供している。 

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） 

長期借入金 156百万円

短期借入金 1,176 

（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

 また、財団外の建物772百万円は次の債務の担保

に供している。 

 また、財団外の建物736百万円は次の債務の担保

に供している。 

預り金 41百万円

預り敷金 246 

預り保証金 943 

預り金 98百万円

預り敷金 246 

預り保証金 845 

※２ 投資有価証券のうち、222百万円は次の債務の担

保に供している。 

※２ 投資有価証券のうち、120百万円は次の債務の担

保に供している。 

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） 

短期借入金 2百万円

（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

※３ 授権株数    普通株式 200,000千株 

発行済株式総数 普通株式 69,442千株 

※３       ―――――― 

※４ 自己株式 ※４       ―――――― 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式

112,446株である。 

 

 ※５ 期末日満期手形 

―――――― 

 ※５ 期末日満期手形 

  期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

事業年度の末日は金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が期末残高に含まれて

いる。 

 

 

受取手形        455百万円

支払手形  275 

設備支払手形  93 

注(2) 保証債務 注(2) 保証債務 

 関係会社の借入金に対し債務保証を次のとおり行

っている。 

 関係会社の借入金に対し債務保証を次のとおり行

っている。 

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 

理盛精密科技股份有限公司 1,235百万円

ラサスティール㈱ 300 

㈱東北ラサ機械製作所 94 

計 1,629 

 



第  138  期 
（平成18年３月31日） 

第  139  期 
（平成19年３月31日） 

注(3) 配当制限 注(3)        ――――― 

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は714百万円で

ある。 

 

注(4) 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがある。 

注(4) 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがある。 

受取手形 184百万円

売掛金 104 

未収入金 203 

支払手形 107 

買掛金 469 

受取手形 173百万円

売掛金 127 

未収入金 243 

支払手形 128 

買掛金 537 

注(5) 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。 

注(5) 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 



（損益計算書関係） 

第  138  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  139  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

注(1) 注(1) 

※１ 他勘定受入高は、不動産賃貸原価等である。 ※１ 他勘定受入高は、不動産賃貸原価等である。 

※２  他勘定振替高は、固定資産14百万円、販売費及

び一般管理費等34百万円である。 

※２  他勘定振替高は、固定資産187百万円、営業外費

用13百万円、販売費及び一般管理費等15百万円で

ある。 

※３ 社宅等の賃貸収入である。 ※３ 社宅等の賃貸収入である。 

※４ 減損損失 

  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 

※４ 減損損失 

  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（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 

注(2) 販売費及び一般管理費 4,948百万円 注(2) 販売費及び一般管理費      4,967百万円

 販売費に属する費用のおおよその割合は77％であ

り一般管理費に属する費用のおおよその割合は23％

である。 

 主要な費目及び金額は次のとおりである。 

 販売費に属する費用のおおよその割合は80％であ

り一般管理費に属する費用のおおよその割合は20％

である。 

 主要な費目及び金額は次のとおりである。 

支払手数料 274百万円

出荷費・運賃 1,780 

給料諸手当 701 

貸倒引当金繰入額 17 

賞与引当金繰入額 104 

退職給付費用 309 

旅費・交通費 184 

研究開発費 508 

減価償却費 127 

不動産等賃借料 208 

支払手数料 313百万円

出荷費・運賃 1,892 

給料諸手当 645 

賞与引当金繰入額 110 

退職給付費用 265 

研究開発費 564 

減価償却費 112 

 注(3) 研究開発費の総額  注(3) 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

  508百万円   564百万円

 注(4) 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

いる。 

関係会社からの受取利息 28百万円

関係会社からの受取配当金 56 

 注(4) 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

いる。 

関係会社からの受取利息 23百万円

関係会社からの受取配当金 72 



（株主資本等変動計算書関係） 

第  139  期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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15,311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1,845株は、単元未満株式の売渡請求による減少である。 

（リース取引関係） 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注） 112,446 15,311 1,845 125,912 

合計 112,446 15,311 1,845 125,912 

第  138  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  139  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

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 

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） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械及び装置 1,850 320 1,530

車両及び運搬
具 

8 0 7

工具器具及び
備品 

184 56 127

合計 2,042 377 1,665

取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械及び装置 1,850 616 1,234

車両及び運搬
具 

8 2 5

工具器具及び
備品 

211 73 138

合計 2,070 691 1,378

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 

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 405百万円

１年超 801 

合計 1,206 

１年内 304百万円

１年超 536 

合計 841 

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 574百万円

減価償却費相当額 334 

支払利息相当額 22 

支払リース料 410百万円

減価償却費相当額 328 

支払利息相当額 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（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 

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。 

 

（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。  

５．利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

 前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）及び当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19

年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

（税効果会計関係） 

第  138  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  139  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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 

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  

賞与引当金 159百万円

賞与引当金に係る法定福利費 23 

土地減損損失 43 

投資有価証券評価損否認 62 

退職給付引当金 508 

未払事業税 18 

販売用不動産評価損否認 111 

その他 69 

繰延税金資産小計 997 

評価性引当額 △204 

繰延税金資産合計 792 

繰延税金負債   

特別償却準備金 △24 

固定資産圧縮積立金 △18 

その他有価証券評価差額金 △492 

繰延税金負債合計 △535 

繰延税金資産の純額 256 

繰延税金資産  

賞与引当金    178百万円

賞与引当金に係る法定福利費 25 

土地減損損失 68 

投資有価証券評価損否認 62 

退職給付引当金 572 

未払事業税 52 

販売用不動産評価損否認 111 

関係会社株式評価損 34 

その他 34 

繰延税金資産小計 1,140 

評価性引当額 △278 

繰延税金資産合計 861 

繰延税金負債   

特別償却準備金 △5 

固定資産圧縮積立金 △18 

その他有価証券評価差額金 △292 

その他 △27 

繰延税金負債合計 △343 

繰延税金資産の純額 518 

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 

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 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負坦

率との差異が法定実効税率の百分の五以下であるため

注記を省略している。 

  （％）

法定実効税率 40.69 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.73 

受取配当金の益金不算入 △1.43 

住民税均等割等 1.34 

評価性引当額の増減額 4.13 

税額控除 △2.54 

その他 0.93 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.85 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

（重要な後発事象） 

        該当事項はない。 

第  138  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  139  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 189円95銭

１株当たり当期純利益金額 11円04銭

１株当たり純資産額   226円92銭

１株当たり当期純利益金額  13円69銭

 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。 

 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。 

  
第  138  期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第  139  期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円） 765 1,010 

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） 765 1,010 

普通株式の期中平均株式数（千株） 69,338 73,861 



④【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 

コープケミカル㈱ 5,000,000 750 

ラサ商事㈱ 1,000,000 663 

第11回11種㈱みずほフィナンシャルグ

ループ優先株式 
400 400 

三菱商事㈱ 50,000 135 

ダイビル㈱ 74,511 118 

みずほ信託銀行㈱ 300,000 78 

三井トラスト・ホールディングス㈱ 50,000 60 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー

プ 
33 45 

日本化学工業㈱ 100,000 36 

ミテジマ化学㈱ 17,542 29 

その他（28銘柄） 235,578 41 

小計 6,828,064 2,358 

計 6,828,064 2,358 

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 

14年度10回 大阪市公募公債 20 19 

14年度11回 大阪市公募公債 30 29 

小   計 50 49 

計 50 49 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．当期増加額の主なもの 

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 9,186  ※1 220   40 9,366 4,337 318 5,028 

構築物 3,256   81   65 3,272 2,329 109 943 

機械及び装置 23,098  ※2 2,882 ※4 807 25,173 17,592 1,703 7,581 

車両及び運搬具 41   0   3 37 33 1 4 

工具器具及び備品 1,396   107   88 1,416 991 107 424 

土地 
4,901 

  

  

  

5 

  

  

※5 

63 

（63)

4,842 

  

－ 

  

－ 

  

4,842 

  

建設仮勘定 595  ※3 2,893   3,273 215 － － 215 

有形固定資産計 42,475   6,191  
4,342 

（63)
44,325 25,283 2,241 19,041 

無形固定資産                   

営業権 95   －   95 － － 19 － 

特許権 0   －   0 － － 0 － 

借地権 929   －   － 929 － － 929 

ソフトウェア 229   334   66 498 98 53 400 

施設利用権 17   －   3 13 1 0 11 

無形固定資産計 1,272   334   165 1,442 99 73 1,342 

長期前払費用 
243 

(194)

4 

(2) 

115 

(68)

131 

(128)

0 

  

1 

  

131 

(128)

 ※１   建物 

伊勢崎工場 

（工業薬品製造設備等） 

 

147百万円

 ※２   機械及び装置 

三本木工場 

（シリコンウェハー再生設備等） 

大阪工場 

（工業薬品製造設備等） 

レンタル資産 

（掘進機）  

 

2,014百万円

602百万円

 

135百万円

 ※３   建設仮勘定 

三本木工場 

（シリコンウェハー再生設備等） 

伊勢崎工場 

（工業薬品製造設備等） 

大阪工場 

（工業薬品製造設備等） 

 

2,341百万円

 

299百万円

 

178百万円



２．当期減少額の主なもの 

３．長期前払費用の（ ）内の金額は内数で、前払保険料等であり減価償却と性格が異なるため、償却累計額及

び当期償却額の算定には含めていない。 

【引当金明細表】 

 （注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収に伴う取崩額である。

 ※４   機械及び装置 

レンタル資産 

（掘進機） 

大阪工場 

（工業薬品製造設備等） 

羽犬塚工場 

（建設機械製造設備等）  

 

337百万円

243百万円

 

144百万円

 ※５   土地の「当期減少額」欄の（ ）内の金額は減損

損失の計上額である。 

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 60 16 18 （注）31 26 

賞与引当金 393 439 393 － 439 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

(a）資産 

Ａ．現金及び預金 

Ｂ．受取手形 

① 相手先別内訳 

② 期日別内訳 

Ｃ．売掛金 

① 相手先別内訳 

区分 金額（百万円） 

現金 7 

預金   

当座預金 1,789 

普通預金 126 

通知預金 2,503 

定期預金 3,800 

小計 8,219 

計 8,226 

相手先 金額（百万円） 

ラサ晃栄㈱ 173 

宇津商事㈱ 160 

セイブ化成㈱ 128 

北作商事㈱ 95 

早川商事㈱ 94 

その他岡野商事㈱ほか 1,867 

計 2,519 

区分 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月以降 計 

 受取手形 

（百万円） 
1,039 474 586 328 90 2,519 

相手先 金額（百万円） 

㈱東芝 478 

住友電気工業㈱ 358 

ＪＦＥミネラル㈱ 223 

ソニーセミコンダクタ九州㈱ 144 

ラサ商事㈱ 139 

その他 富士通㈱ほか 4,712 

計 6,056 



② 売掛金の滞留状況及び回収状況（関係会社売掛金を含む） 

（注）１．発生高には消費税等が含まれている。  

 ２．上記回収高の他に、破産更生債権への振替分５百万円がある。 

  

Ｄ．商品 

Ｅ．製品 

Ｆ．半製品 

前期繰越高 
（百万円） 

平成18年４月～平成19年３月 
平成19年３月末
残高（百万円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) 

発生高 
（百万円） 

回収高 
（百万円） 

(D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 

２ 
────── 

(B) 
───── 

365 (B) (C) 

5,057 29,936 28,931 6,056 82.7 68 

商品区分 地域別 面積（㎡） 金額（百万円） 

販売用土地 岩手県 54,726 134 

  宮城県 181 4 

計   54,907 139 

区分 金額（百万円） 区分 金額（百万円） 

化成品部門 462 電子材料部門 500 

燐系製品 283 シリコンウェハー再生品 229 

凝集剤 72 高純度燐 107 

その他 105 ガリウム 95 

機械部門 333 ４Ｎガリウムメタル 22 

土木機械 121 その他 45 

替歯 85     

クラッシャー 61     

製造部品 24     

その他 40 計 1,296 

区分 金額（百万円） 

クラッシャー部品 1 

その他 2 

計 4 



Ｇ．原材料 

Ｈ．仕掛品 

Ｉ．貯蔵品 

区分 金額（百万円） 区分 金額（百万円） 

化成品部門 195 電子材料部門 236 

黄燐 87 ガリウム原料 150 

コンデンサー向原料 60 
シリコンウェハー研磨剤及び

副資材 
82 

その他 47 その他 2 

機械部門 89     

機械部品等 50     

ベアリング・ボルト・ナット 26     

その他 12 計 521 

区分 金額（百万円） 区分 金額（百万円） 

機械部門 637 電子材料部門 1,038 

掘進機部品 232 シリコンウェハー再生品 552 

クラッシャー部品 215 ガリウム 390 

プラント工事 73 インジウム 87 

バイブレーター部品 44 その他 7 

精密機械加工 25     

製造部品 10     

その他 36 計 1,676 

区分 金額（百万円） 

シリコンウェハー再生機器用備品 17 

工業薬品製造用備品 5 

ダストシール 3 

その他 21 

計 48 



(b）負債 

Ａ．支払手形 

① 相手先別内訳 

② 期日別内訳 

Ｂ．買掛金 

Ｃ．短期借入金 

相手先 金額（百万円） 

日本軽金属㈱ 234 

ラサスティール㈱ 98 

善ケミカル㈱ 86 

木名瀬商事㈱ 75 

㈱南陽 64 

その他コダマ樹脂工業㈱ほか 1,924 

計 2,484 

区分 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月以降 計 

 支払手形 

（百万円） 
777 566 522 434 183 2,484 

相手先 金額（百万円） 

ラサスティール㈱ 510 

下関三井化学㈱ 235 

東ソー㈱ 199 

ＪＦＥミネラル㈱ 172 

セイブ化成㈱ 83 

その他愛産商事㈱ほか 1,298 

計 2,500 

相手先 金額（百万円） 使途 終返済期日 担保 

㈱みずほコーポレート銀行 1,550 運転資金 平成19.６.30 無担保 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 1,510 〃 〃 〃 

農林中央金庫 1,150 〃 〃 〃 

中央三井信託銀行㈱ 770 〃 〃 〃 

みずほ信託銀行㈱ 280 〃 〃 〃 

その他 940       

小計 6,200       

１年内返済予定の長期借入金 3,119 設備資金ほか   財団ほか 

計 9,319       



Ｄ．長期借入金 

（注）（ ）内は内数で、１年内返済額を示し、貸借対照表では「一年内返済予定の長期借入金」に計上している。 

  また、シンジケートローンは㈱みずほコーポレート銀行を主幹事とする協調融資団を形成した金融機関より

の借入である。  

(3）【その他】 

 該当事項はない。 

相手先 金額（百万円） 使途 終返済期日 担保 

シンジケートローン 3,200  （－） 設備資金 平成22.５.31 無担保 

㈱みずほコーポレート銀行 2,299 （933） 設備資金ほか 平成23.４.30 
財団と 

無担保 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 1,802 （767） 〃 〃 〃 

農林中央金庫 1,339 （571） 〃 〃 〃 

中央三井信託銀行㈱ 1,161 （465） 〃 〃 〃 

その他 965 （382）       

計 10,766（3,119）       



第６【提出会社の株式事務の概要】 

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定

による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権

利、並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有していない。 

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 1,000株券、10,000株券及び1,000株に満たない株式の数を表示した株券 

剰余金の配当の基準日 ３月31日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 
    

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 交付株券１枚につき200円の手数料及びこれにかかる消費税相当額 

株券喪失登録   

株券喪失登録申請料 
１件につき8,600円、株券１枚につき500円及びこれにかかる消費税相当

額の合計額 

単元未満株式の買取り・買増し   

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

買取・買増手数料 
株式の売買に係る手数料相当額として別途株式取扱規定に定める金額及

びこれにかかる消費税相当額の合計額 

公告掲載方法 

電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公

告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行

う。なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレス

は次のとおりである。 

http://www.rasa.co.jp/ 

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、親会社等はない。 

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 

 （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。 

(8）半期報告書 

 （第139期中）（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）平成18年12月22日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はない。 



独立監査人の監査報告書 

    平成18年６月29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、ラサ

工業株式会社及び連結子会社の平成18年３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 

     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、当連結会計年度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、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6月28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、ラサ

工業株式会社及び連結子会社の平成19年３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 

（※）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６月29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、ラサ工業

株式会社の平成18年３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 

     会計処理方法の変更に記載のとおり、当事業年度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、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６月28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、ラサ工業

株式会社の平成19年３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 

（※）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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