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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】 

回次 第109期中 第110期中 第111期中 第109期 第110期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

(1）連結経営指標等           

売上高 (百万円) 31,727 35,720 32,695 65,573 72,135 

経常利益 (百万円) 882 2,130 901 2,472 4,107 

中間（当期）純利益 (百万円) 321 839 474 1,423 1,736 

純資産額 (百万円) 36,291 37,885 39,101 37,358 38,760 

総資産額 (百万円) 73,024 79,289 78,920 76,715 82,129 

１株当たり純資産額 （円） 494.34 515.76 529.87 509.54 525.53 

１株当たり中間（当期）

純利益 
（円） 4.29 11.44 6.44 18.85 22.83 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 
（円） － 11.35 6.40 18.54 22.65 

自己資本比率 （％） 49.7 47.8 49.5 48.7 47.2 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 125 2,191 1,311 4,125 5,868 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △337 △1,593 △1,887 △479 △3,069 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 273 692 △90 △1,252 753 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
(百万円) 6,136 9,756 11,361 8,464 12,015 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

1,514 

(306) 

1,453 

(365) 

1,433 

(366) 

1,444 

(336) 

1,449 

(370) 

 



 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、109期中は調整計算の結果、１株当たり中間純

利益金額が希薄化しないため記載しておりません。 

３．従業員数は、就業人員数を表示しております。 

４．提出会社の平均臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。 

５．(2）提出会社の経営指標等において「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純損益」及び「潜

在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」については中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略

しております。 

回次 第109期中 第110期中 第111期中 第109期 第110期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

(2）提出会社の経営指標等           

売上高 (百万円) 24,562 25,913 23,076 49,622 51,706 

経常利益 (百万円) 795 2,069 956 2,006 3,632 

中間（当期）純利益 (百万円) 408 1,012 618 1,201 1,671 

資本金 (百万円) 15,189 15,189 15,189 15,189 15,189 

発行済株式総数 （千株） 78,698 78,698 78,698 78,698 78,698 

純資産額 (百万円) 34,562 36,035 37,143 35,317 36,671 

総資産額 (百万円) 62,623 68,368 67,485 66,654 70,919 

１株当たり中間（年間）

配当額 
（円） 3.50 3.50 3.50 7.00 9.00 

自己資本比率 （％） 55.2 52.7 55.0 53.0 51.7 

従業員数 （人） 947 885 863 889 869 



２【事業の内容】 

 当企業集団はタキロン株式会社（当社）および子会社１４社、関連会社４社、その他関係会社１社により構成され

ており、主な事業は、塩化ビニル等の各種樹脂製品及びこれらの樹脂と鉄線等の複合製品の製造・加工及び販売並び

にこれらの製品を使用した各種の装置及びその工事であります。 

 当中間連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時雇用者の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

３．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であります。 

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

(3）労働組合の状況 

 当社の労働組合は「タキロン労働組合」と称し、平成17年９月30日現在の組合員数は、784名（前期末に比べ20

名減）で、全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟に属し、会社とは円満な労使関係を維持しておりま

す。 

  平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

住設建材関連 
603  

（  26） 

産業資材関連 628  
（ 264） 

メディカル関連 50  

工事関連その他 74  
（  76） 

全社（共通） 78  

合計 
1,433  
（ 366） 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 863 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間における日本経済は、公共投資は総じて低調に推移しましたが、設備投資や個人消費の緩や

かな増加に加え、堅調に推移している米国経済および高成長を続ける中国・アジア経済の影響を受け、輸出が増加

を続けたため、総じて回復基調で推移しました。 

 しかし、合成樹脂加工業界におきましては、原油価格の高騰による原材料価格が数次に亙り値上げが実施され、

収益面におきまして厳しい状況が続いております。 

 このような環境のもと、当社グループは、新３ヵ年計画の最終年度として、企業価値の向上を期し、強い収益構

造への体質強化に全力を傾注してまいりました。しかしながら、当中間連結会計期間においては、原材料価格の上

昇と販売価格の転嫁にタイムラグが生じたことに加え、半導体、液晶関連の設備投資の回復が予想より遅れている

こともあり、当初計画を下回りました。 

 その結果、当中間連結会計期間の売上高は、32,695百万円（対前年同期比 8.5％減）、経常利益は 901百万円

（対前年同期比 57.7％減）、中間純利益は 474百万円（対前年同期比 43.5％減）となりました。 

 

 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。  

 

住設建材関連 

 波板は、昨年秋口からの台風需要が一巡したため、前年同期を下回りました。 

 ポリカーボネート平板はエクステリア向けが好調に推移しましたが、利益面では、原材料価格の度重なる値上げ

に価格改定作業が追いつかず減益となりました。 

 床材は、マンションなど集合住宅の新築・改修工事の堅調な需要に支えられ、防滑性シート「タキストロン」、

階段用床材「タキステップ」が前年同期を上回り好調に推移し、また平成17年４月１日より実施した設計価格の改

定も市場への浸透が進みました。 

 住設建材は、樹脂の値上げによる価格改定効果はありましたが、前年で終了したローン減税の影響で数量ダウン

となり、前年同期並みに終わりました。 

 その結果、事業の業績は、売上高 15,575百万円（対前年同期比 6.1％減）、営業利益 912百万円（対前年同期

比 30.2％減）となりました。 

 

産業資材関連 

 プレート・産業資材は、ＩＴ関連部門、特に半導体・液晶製造装置分野において、昨年から継続している需給調

整の回復の遅れにより、工業用プレートの販売量が減少し、前年同期を下回りました。 

 農業・土木資材は、産業用途は新規用途開拓により好調に推移し、農園芸用途は家庭園芸用支柱や獣害防止用資

材が堅調に推移しました。土木用途は、公共工事の縮減などの影響を受けおおむね低調に推移しました。 

 電材は、表示用コントローラーと電子部品のセット販売が苦戦を強いられ、全体として前年同期を下回りまし

た。 

 その結果、事業の業績は、売上高 16,290百万円（対前年同期比 9.9％減）、営業利益 146百万円（対前年同期

比 81.0％減）となりました。 

 

メディカル関連 

 生体内分解吸収性骨接合材は、骨伝導性と分解吸収性を合わせ持つスーパーフィクソーブ30（整形外科分野、胸

部外科分野）が順調に伸長しましたが、フィクソーブMX（顎顔面分野）はスーパーフィクソーブMXの薬事認可が遅

れていること及び商流を変更することによる流通在庫の引取りを行ったことから低調に推移しました。また導電性

粘着材は、輸出の減少により前年同期を若干下回りました。 

 その結果、部門の売上高は、475百万円（対前年同期比30.3％減）、営業利益9百万円（対前年同期比94.0％減）

となりました。 

 

工事関連その他部門 

 上下水道部門は、受注工事物件の完工遅れ及び発注遅れにより、前年同期を下回りました。管更生工法部門（老

朽化下水道管の補修材料）は、計画・発注とも活発で、前年同期を上回りました。 

 その結果、事業の業績は、売上高 354百万円（対前年同期比 8.2％減）、営業損失 125百万円（前年同期は営業

損失 105百万円）となりました。 

 

（注）各事業の売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含めておりません。また、上記金額には、消



費税等は含んでおりません。 

 なお、所在地別セグメント情報は記載を省略しております。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

  当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により 1,311百万円の増

加、投資活動により 1,887百万円の減少、財務活動により 90百万円減少により、当中間連結会計期間末には、前

年同期と比べ 1,604百万円（16.5％）増加し 11,361百万円となりました。 

 なお、前連結会計年度末より654百万円（5.4％）減少しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は、1,311百万円となりました。これは、税金等調整前

当期純利益及び減価償却費で 2,249百万円の資金の増加、売上債権が減少したことによる 3,473百万円の資金の増

加、たな卸資産の増加と仕入債務の減少による 2,429百万円の資金の減少及び法人税等の支払による 1,517百万円

の資金の減少があったためです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において投資活動による資金の減少は、1,887百万円となりました。これは主に有形固定資

産の取得で 1,512百万円の資金の減少があったためです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において財務活動による資金の減少は、90百万円となりました。これは主に短期借入金の増

加により 303百万円の資金の増加、配当金の支払により 404百万円の資金の減少があったためです。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

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

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．「工事関連その他」には、生産に係わるものはありません。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）商品仕入実績 

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

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．「メディカル関連」には、仕入に係わるものはありません。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注実績 

 当中間連結会計期間の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．当社及び連結子会社の製品は、主として計画生産を行っており、受注生産は、「工事関連その他」の建設工

事に限られております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4）販売実績 

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

 （注）１．総販売実績に対し10％以上に該当する販売先はありません。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

住設建材関連 14,062 +1.5 

産業資材関連 12,394 △16.1 

メディカル関連 602 △24.2 

合計 27,059 △8.0 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

住設建材関連 1,780 △30.1 

産業資材関連 3,938 △10.6 

工事関連その他 － － 

合計 5,718 △19.4 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高(百万円) 前年同期比（％） 

工事関連その他 164 △29.4 166 △20.8 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

住設建材関連 15,575 △6.1 

産業資材関連 16,290 △9.9 

メディカル関連 475 △30.3 

工事関連その他 887 △9.1 

セグメント間の内部売上高消去 △533 － 

合計 32,695 △8.5 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。 

４【経営上の重要な契約等】 

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

５【研究開発活動】 

 当中間連結会計期間における当社グループの研究開発活動は、研究開発部門、事業部の商品開発部門、工場の技術

部門それぞれ独自の活動に加え、組織を横断したプロジェクト活動により連携を強化し、事業分野別の市場ニーズ直

結型商品開発をスタンスとして重点的に取り組んできました。技術開発においては、ナノ材料として注目されている

カーボンナノチューブや酸化チタン光触媒を、機能・性能を付与するためのキーマテリアルと位置付け、その応用展

開に積極的に取り組んでおります。さらに環境対応として、リサイクル技術及び配合技術を活用した商品開発にも取

り組んでおります。 

 また、これらの研究開発活動を支える信頼性の高い性能評価・分析評価機能の充実も図っております。 

 事業の種類別セグメントの研究開発活動は、次のとおりであります。 

  

住設建材事業・産業資材事業 

 住設関連では水の利用、床材関連では歩行安全をキーワードにして商品の開発及び商品拡充を進め、プレート関連

ではＦＭ材料の商品拡充を進めました。また、情報関連として光学用ポリカーボネート樹脂板商品の研究及び開発を

進めております。 

 電材事業部においては、「フルカラーＬＥＤユニット」と「新型フルカラーＬＥＤ映像コントローラ」を組み合わ

せた「イリーデ・ビジョン」を軸に、映像分野での新しい提案を致します。また「小型フルカラーＬＥＤ表示機」の

上市・販売に向けて注力しております。 

 

メディカル事業 

 骨との結合能と伝導能をもつ生体活性・吸収性骨接合材の種々のデバイス開発及び骨誘導能をもつ医療工学用の三

次元多孔質の足場材料（Scaffold）の開発を続けています。また、種々の医療用の粘着性非ハイドロゲルの新規用途

開発も進めています。 

 

全社共通 

 独自性・優位性のある機能性付与のための技術開発を集中的・効率的に推進しており、カーボンナノチューブ（Ｃ

ＮＴ）の高度な分散技術の開発及び表面機能付与技術の成果として、世界で初めてＣＮＴを利用した成形加工のでき

る制電プレートを上市しました。また、原料素材の配合技術、成形加工技術を活用して、環境負荷の少ない商品の開

発にも注力しております。 

 さらに、外部研究機関との連携を積極的・精力的に推進し、大学及び公的研究機関との共同研究などを通して、高

度な評価技術、基礎技術のレベルアップに成果を挙げてきております。 

  

 なお、当中間連結会計期間に支出した研究開発費は基礎研究に係るもので、総額 524百万円（消費税を除く）であ

ります。 



第３【設備の状況】 
 設備の状況中、金額の表示には消費税等は含まれておりません。 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の生産設備を取得いたしました。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画していた重要な設備の新設等についての重要な変更は、

次のとおりであります。 

 （注） 網干工場 住設資材製造設備は、事業計画の見直し等により、投資予定額216百万円を47百万円に変更いたし

ました。なお、これらの設備の完成による生産能力の大きな変動はありません。 

(2）当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設等について完了したものは

ありません。 

(3）当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類 
別セグメン 
トの名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数 
（名） 建物及び 

構築物 

機械装置及

び運搬具 

 土地 

（面積㎡）
その他  合計  

提出 

会社 

揖保川事業所 

（兵庫県たつの市） 

 住設建材

関連 

ポリカ製品

製造設備 
26 330 － 135 493 45 

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 

投資予定額 
（百万円） 資金調

達方法 
着手年月 

完了予定 
年月 

完成後の 
 増加能力 

総額 既支払額

提出 

会社 

網干工場 

（兵庫県たつの市） 

 住設建材

関連 

住設資材製造

設備更新他 
47 1 

自己 

資金 

平成17年 

５月 

平成18年 

３月  
― 



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】 

 （注） 「株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる。」旨を定款に定めております。 

②【発行済株式】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄には、平成17年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 当社は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

①（平成15年６月27日定時株主総会決議） 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 178,008,000 

計 178,008,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月16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 78,698,816 78,698,816 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式 

計 78,698,816 78,698,816 － － 

  
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 941 918 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の株数（株） 941,000 918,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 298,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月１日～ 

平成22年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     298 

資本組入額    149 

同左 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 権利を与えられた者は、当

社の取締役、執行役員、従

業員、受入出向者又は関係

会社の取締役たる地位を失

った後も、権利を行使する

ことができる。 

② その他の条件については、

平成15年６月27日開催の当

社の株主総会決議及び取締

役会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締結

した契約の定めるところに

よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の権利の譲渡、質入

及び相続は認めない。 
同左 



②（平成16年６月29日定時株主総会決議） 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,153 1,153 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の株数（株） 1,153,000 1,153,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 487,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年７月１日～ 

平成23年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     487 

資本組入額    244 

同左 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 権利を与えられた者は、当社

の取締役、執行役員、従業

員、受入出向者又は関係会社

の取締役たる地位を失った後

も、権利を行使することがで

きる。 

② その他の条件については、平

成16年６月29日開催の当社の

株主総会決議及び取締役会決

議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結した契約の

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の権利の譲渡、質入及

び相続は認めない。 
同左 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高(千株) 

資本金増減額 
（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17年４月１日～ 

平成17年９月30日 
－ 78,698 － 15,189 － 14,661 



(4）【大株主の状況】 

 （注）１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）     2,411千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）       2,021千株 

資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ａ口）        1,278千株 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４）     843千株 

２．上記には当社所有の自己株式（4,904千株、持株比率6.23％）は含まれておりません。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１.「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2,000株（議決権2個）含

まれております。 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２丁目５－１ 19,675 25.00 

タキロン共和会 大阪市中央区安土町２丁目３番13号 3,999 5.08 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 2,471 3.14 

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 2,411 3.06 

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 2,021 2.56 

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関３丁目７－３ 1,410 1.79 

資産管理サービス信託銀行株

式会社（信託Ａ口） 
東京都中央区晴海１丁目８番12号 1,278 1.62 

呉羽化学工業株式会社 東京都中央区日本橋堀留町１丁目９－11 1,009 1.28 

株式会社ＵＦＪ銀行 愛知県名古屋市中区錦３丁目21番24号 867 1.10 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口４） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 843 1.07 

合計 － 35,986 45.72 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式  4,904,000 
－ 

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 73,222,000 73,222 同上 

単元未満株式 普通株式     572,816 － 同上 

発行済株式総数           78,698,816 － － 

総株主の議決権 － 73,222 － 



②【自己株式等】 

 （注） 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が7,000株（議決権7個）あります。

なお当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に含めております。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

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

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者住所 
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） 

タキロン㈱ 

大阪市中央区安土

町２丁目３番13号 
4,904,000 － 4,904,000 6.23 

計 － 4,904,000 － 4,904,000 6.23 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 530 519 488 478 458 465 

最低（円） 472 455 457 442 412 435 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

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

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日

まで）及び前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）並びに当中間連結会計期間（平成17年４

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

財務諸表及び中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※４   9,777 11,362   12,015 

２．受取手形及び売掛
金 

※４   27,866 23,987   27,612 

３．有価証券     20 20   20 

４．たな卸資産     7,705 8,739   8,194 

５．繰延税金資産     1,113 814   1,187 

６．その他     1,691 960   1,694 

  貸倒引当金     △291 △280   △305 

流動資産合計     47,882 60.4 45,604 57.8   50,419 61.4

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１         

(1）建物及び構築物 ※４ 8,562   8,383 8,382   

(2）機械装置及び運
搬具 

  5,812   6,279 5,971   

(3）土地 ※４ 6,229   6,241 6,241   

(4）建設仮勘定   146   913 524   

(5）その他   1,378 22,130 27.9 1,597 23,416 29.7 1,353 22,472 27.3

２．無形固定資産           

(1）施設利用権その
他 

  666 666 0.8 584 584 0.7 640 640 0.8

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   2,902   3,698 3,198   

(2）繰延税金資産   4,285   3,878 4,086   

(3）その他   1,679   1,916 1,489   

 貸倒引当金   △229   △148 △148   

 投資評価引当金   △29 8,609 10.9 △29 9,315 11.8 △29 8,596 10.5

固定資産合計     31,406 39.6 33,315 42.2   31,709 38.6

資産合計     79,289 100.0 78,920 100.0   82,129 100.0 

            

 



    
前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金 

    17,542 16,460   18,345 

２．短期借入金 ※４   2,784 3,077   2,774 

３．一年内償還予定社
債 

    － 50   50 

４．未払消費税等     181 86   155 

５．未払法人税等     1,175 150   1,715 

６．未払費用     1,604 636   1,578 

７．賞与引当金     891 875   881 

８．設備支払手形     672 916   772 

９．その他     1,151 2,020   1,556 

流動負債合計     26,005 32.8 24,274 30.8   27,829 33.9

Ⅱ 固定負債           

１．社債     200 150   175 

２．長期借入金 ※４   1,534 1,800   1,800 

３．退職給付引当金     11,648 11,441   11,466 

４．役員退職引当金     363 441   409 

５．その他     484 539   512 

固定負債合計     14,231 17.9 14,372 18.2   14,363 17.5

負債合計     40,236 50.7 38,646 49.0   42,192 51.4

（少数株主持分）           

少数株主持分     1,166 1.5 1,172 1.5   1,176 1.4

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     15,189 19.1 15,189 19.2   15,189 18.5

Ⅱ 資本剰余金     14,661 18.5 14,663 18.6   14,661 17.8

Ⅲ 利益剰余金     9,017 11.4 9,664 12.2   9,656 11.8

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    627 0.8 1,081 1.4   803 1.0

Ⅴ 為替換算調整勘定     △39 △0.0 △35 △0.1   △47 △0.1

Ⅵ 自己株式     △1,569 △2.0 △1,461 △1.8   △1,503 △1.8

資本合計     37,885 47.8 39,101 49.5   38,760 47.2

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    79,289 100.0 78,920 100.0   82,129 100.0 

            



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     35,720 100.0 32,695 100.0   72,135 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※1   24,707 69.2 23,132 70.7   50,276 69.7

売上総利益     11,013 30.8 9,562 29.3   21,859 30.3

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

          

１．運搬費・倉庫料   1,964   1,827 3,897   

２．人件費   2,912   2,965 6,347   

３．賞与引当金繰入額   458   433 423   

４．退職給付費用   279   274 502   

５．役員退職引当金繰
入額 

  44   45 89   

６．減価償却費   161   175 336   

７．貸倒引当金繰入額   38   － 40   

８．研究開発費   541   524 1,100   

９．連結調整勘定償却
額 

  19   18 37   

10．その他の経費   2,466 8,887 24.8 2,354 8,620 26.4 4,774 17,550 24.3

営業利益     2,126 6.0 942 2.9   4,308 6.0

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   3   5 17   

２．受取配当金   23   25 39   

３．開発補助金   57   － 57   

４．為替差益   36   12 －   

５．持分法による投資
利益 

  11   25 28   

６．関係会社清算益   －   32 －   

７．雑収入   76 207 0.6 105 208 0.6 285 428 0.6

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息   44   43 88   

２．たな卸資産処分損   79   50 339   

３．クレーム補償損   43   64 114   

４．雑支出   36 203 0.6 90 249 0.7 87 630 0.9

経常利益     2,130 6.0 901 2.8   4,107 5.7

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※2 5   － 2   

２．投資有価証券売却
益 

  5   8 10   

３．過去勤務債務償却
益 

  － 10 0.0 － 8 0.0 103 117 0.2

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産処分損 ※3 88   27 190   

２．減損損失 ※4 6   － 105   

３．持分変動損失   21   － 21   

４．その他特別損失   12 128 0.4 － 27 0.1 10 327 0.5

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    2,013 5.6 881 2.7   3,897 5.4

法人税、住民税及
び事業税 

  1,095   108 2,063   

法人税等調整額   47 1,142 3.1 289 397 1.2 55 2,118 2.9

少数株主利益     31 0.1 9 0.0   42 0.1

中間（当期）純利
益 

    839 2.4 474 1.5   1,736 2.4

            



③【中間連結剰余金計算書】 

    

前中間連結会計期間 
  

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
  

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高     14,661 14,661   14,661

Ⅱ 資本剰余金増加高         

 １．自己株式処分差益   － － 2 2 － －

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    14,661 14,663   14,661

        

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     8,480 9,656   8,480

Ⅱ 利益剰余金増加高       

１．中間（当期）純利益   839 839 474 474 1,736 1,736

Ⅲ 利益剰余金減少高       

１．配当金   256 404 513 

２．役員賞与   45 62 45 

３．自己株式処分差損   0 302 － 467 0 560

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    9,017 9,664   9,656

        



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    

前中間連結会計期間 
  
  

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
  
  

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

 前連結会計年度の要約連 
 結キャッシュ・フロー計 
 算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１．税金等調整前中間
（当期）純損益 

  2,013 881 3,897

２．減価償却費   1,204 1,367 2,540

３．減損損失   6 － 105

４．連結調整勘定償却額   19 18 37

５．賞与引当金の増減額   102 △5 92

６．退職給付引当金の増
減額 

  95 △25 △86

７．役員退職引当金の増
減額 

  0 32 45

８．貸倒引当金の増減額   54 △25 △12

９．受取利息及び受取配
当金 

  △26 △31 △56

10．支払利息   44 43 88

11．持分法による投資損
益 

  △11 △25 △28

12．有形固定資産売却損
益 

  △5 － △2

13．有形固定資産除却損   88 18 190

14．有価証券売却損益   △5 △8 △10

15．売上債権の増減額   △1,614 3,473 △1,348

16．たな卸資産の増減額   195 △544 △295

17．仕入債務の増減額   838 △1,884 1,641

18．未払消費税の増減額   △94 △69 △119

19．役員賞与の支払額   △51 △67 △51

20．その他   292 △310 703

小計   3,148 2,838 7,331

21．利息及び配当金の受
取額 

  26 30 56

 



    

前中間連結会計期間 
  
  

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
  
  

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

 前連結会計年度の要約連 
 結キャッシュ・フロー計 
 算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

22．利息の支払額   △45 △40 △87

23．法人税等の支払額   △937 △1,517 △1,431

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  2,191 1,311 5,868

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１．定期預金の預入によ
る支出 

  － △301 －

２．有形固定資産の取得
による支出 

  △1,598 △1,512 △3,063

３．有形固定資産の売却
による収入 

  181 0 237

４．無形固定資産の取得
による支出 

  △108 △47 △207

５．無形固定資産の売却
による収入 

  0 － －

６．投資有価証券の取得
による支出 

  △107 △11 △114

７．投資有価証券の売却
による収入 

  57 14 89

８．貸付けによる支出   △15 △24 △38

９．貸付金の回収による
収入 

  21 24 44

10．その他   △23 △31 △16

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △1,593 △1,887 △3,069

 



    

前中間連結会計期間 
  
  

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
  
  

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

 前連結会計年度の要約連 
 結キャッシュ・フロー計 
 算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１．短期借入金の純増減
額 

  580 303 598

２．長期借入れによる収
入 

  － － 300

３．長期借入金の返済に
よる支出 

  △16 △4 △77

４．社債の発行による収
入 

  250 － 250

５．社債の償還による支
出 

  － △25 △25

６．少数株主の増資引受
による払込額 

  99 － 99

７．自己株式の取得によ
る支出 

  △6 △5 △19

８．親会社による配当金
の支払額 

  △256 △404 △513

９．少数株主への配当金
の支払額 

  △5 △4 △7

10．その他   47 49 148

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  692 △90 753

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  0 12 △1

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

  1,291 △654 3,550

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  8,464 12,015 8,464

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  9,756 11,361 12,015



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社 

連結子会社の数   13社 

主要な連結子会社の名称 

タキロンマテックス㈱ 

三和サインワークス㈱ 

富士プラスチック㈱ 

 タキロンホームテック㈱は当

中間連結会計期間の期初に松山

鋼板㈱を吸収合併しておりま

す。 

(1）連結子会社 

連結子会社の数  13社 

主要な連結子会社の名称 

タキロンマテックス㈱ 

三和サインワークス㈱ 

富士プラスチック㈱ 

  

(1）連結子会社 

連結子会社の数   13社 

主要な連結子会社の名称 

「第１ 企業の概況 ４ 関係

会社の状況」に記載している

ため省略いたしました。 

なお、当連結会計年度におい

てタキロンホームテック㈱は

松山鋼板㈱を吸収合併してお

ります。 

 (2）非連結子会社 

ダイライトサービス㈱ 

(2）非連結子会社 

ダイライトサービス㈱ 

(2）非連結子会社 

ダイライトサービス㈱ 

 （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社１社の総資産

額、売上高、中間純損益及び利

益剰余金等は、いずれも小規模

であり、全体としても中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼさ

ない（それぞれ0.2％、0.4％、

0.4％、0.3％）ので、連結の範

囲から除外しております。 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社１社の総資産

額、売上高、中間純損益及び利

益剰余金等は、いずれも小規模

であり、全体としても中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼさ

ない（それぞれ0.2％、0.3％、

0.7％、0.2％）ので、連結の範

囲から除外しております。 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社１社の総資産

額、売上高、当期純損益及び利

益剰余金等は、いずれも小規模

であり、全体としても連結財務

諸表に重要な影響を及ぼさない

（それぞれ0.2％、0.5％、

0.3％、0.3％）ので、連結の範

囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法を適用した非連結子会

社数 

なし 

(1）持分法を適用した非連結子会

社数 

なし 

(1）持分法を適用した非連結子会

社数 

なし 

 (2）持分法を適用した関連会社数 

２社 

主要な会社等の名称 

スペーシア㈱ 

福岡建材販売㈱ 

(2）持分法を適用した関連会社数 

２社 

主要な会社等の名称 

スペーシア㈱ 

福岡建材販売㈱ 

(2）持分法を適用した関連会社数 

２社 

主要な会社等の名称 

スペーシア㈱ 

福岡建材販売㈱ 

 (3）持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要な

会社等の名称 

コスモ商事㈱ 

(3）持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要な

会社等の名称 

コスモ商事㈱ 

(3）持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要な

会社等の名称 

コスモ商事㈱ 

 （持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、いずれ

も中間純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり（そ

れぞれ1.7％、1.0％）、かつ、

全体としても重要性がないた

め、持分法適用の範囲から除外

しております。 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、いずれ

も中間純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり（そ

れぞれ1.9％、1.0％）、かつ、

全体としても重要性がないた

め、持分法適用の範囲から除外

しております。 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、いずれ

も連結純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり（そ

れぞれ1.4％、0.9％）、か

つ、、全体としても重要性がな

いため、持分法適用の範囲から

除外しております。 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

 連結子会社のうち、三和サイン

ワークス㈱の中間決算日は９月20

日、富士プラスチック㈱の中間決

算日は８月20日であり、上海他喜

龍塑料有限公司及びPT.TAKIRON 

INDONESIAの中間決算日は６月30

日であります。 

 中間連結財務諸表の作成にあた

っては、三和サインワークス㈱、

富士プラスチック㈱、上海他喜龍

塑料有限公司及びPT.TAKIRON IN

DONESIAそれぞれの中間財務諸表

を使用しておりますが、中間連結

決算日との間に生じた連結会社相

互間の取引に係る会計記録の重要

な不一致等については、連結上必

要な調整を行っております。 

同左  連結子会社のうち、三和サイン

ワークス㈱の決算日は３月20日、

富士プラスチック㈱の決算日は２

月20日、上海他喜龍塑料有限公司

及びPT.TAKIRON INDONESIAの決算

日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたって

は、三和サインワークス㈱、富士

プラスチック㈱、上海他喜龍塑料

有限公司及びPT.TAKIRON INDONES 

IAそれぞれの財務諸表を使用して

おりますが、連結決算日との間に

生じた連結会社相互間の取引に係

る会計記録の重要な不一致等につ

いては、連結上必要な調整を行っ

ております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券（投資を含む） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券（投資を含む） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券（投資を含む） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 ②たな卸資産 

ａ．製品・仕掛品・原材料 

 主として総平均法による

低価法 

②たな卸資産 

ａ．製品・仕掛品・原材料 

同左 

②たな卸資産 

ａ．製品・仕掛品・原材料 

同左 

 ｂ．商品 

 主として移動平均法によ

る低価法 

ｂ．商品 

同左 

ｂ．商品 

同左 

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

 定率法 

 なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

同左 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ②無形固定資産 

 定額法 

 なお、償却年数については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。ただ

し、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

②無形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

同左 

 ③長期前払費用 

 定額法 

 なお、償却年数については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

③長期前払費用 

同左 

③長期前払費用 

同左 

 (3）繰延資産の処理方法 

 支出時に全額費用処理する方

法によっております。 

(3）繰延資産の処理方法 

同左 

(3）繰延資産の処理方法 

同左 

 (4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 売掛金等の債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上して

おります。 

(4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

(4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 ②投資評価引当金 

 投資先の投融資額を評価する

ため、投資先の資産状態及び事

業内容の実情を勘案して必要と

認められる金額を計上しており

ます。 

②投資評価引当金 

同左 

②投資評価引当金 

同左 

 ③賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てる

ため、次期賞与支給見込額の当

期間対応額を計上しておりま

す。 

③賞与引当金 

同左 

③賞与引当金 

同左 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ④退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

 なお、過去勤務債務について

は、発生年度において一括して

費用処理または費用から減額処

理する方法を採用しておりま

す。 

 また、数理計算上の差異につ

いては、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）による按分額を翌

連結会計年度より費用処理する

こととしております。 

④退職給付引当金 

同左 

④退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

 なお、過去勤務債務について

は、発生年度において一括して

費用処理または費用から減額処

理する方法を採用しておりま

す。 

 また、数理計算上の差異につ

いては、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）による按分額を翌

連結会計年度より費用処理する

こととしております。 

 ⑤役員退職引当金 

 役員退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。 

⑤役員退職引当金 

同左 

⑤役員退職引当金 

 役員退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

 ⑥債務保証損失引当金 

 関係会社等への債務保証に係

る損失に備えるため、被保証者

の財政状態等を勘案し、損失負

担見込額を計上しております。 

⑥債務保証損失引当金 

同左 

⑥債務保証損失引当金 

同左 

 (5）収益及び費用の計上基準 

 売上の計上基準は出荷基準

（工事については工事完成基

準）であります。 

(5）収益及び費用の計上基準 

同左 

(5）収益及び費用の計上基準 

同左 

 (6）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(6）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6）重要なリース取引の処理方法 

同左 

   

  

(7）重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法  

 繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。また金利スワップにつ

いて特例処理の条件を充たして

いる場合には特例処理を採用し

ております。 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 当中間連結会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ対象とヘ

ッジ手段は以下のとおりです。 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金の利息 

 ③ヘッジ方針 

 主に当社の内規である「デリ

バティブ管理規程」に基づき、

金利変動リスクをヘッジしてお

ります。 

(7）重要なヘッジ会計の方法  

 ①ヘッジ会計の方法   

同左 

  

  

  

  

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 当連結会計年度にヘッジ会計

を適用したヘッジ対象とヘッジ

手段は以下のとおりです。 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金の利息 

 ③ヘッジ方針  

同左 

  

  

  

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

   ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動又はキ

ャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動又はキャ

ッシュ・フロー変動の累計を比

較し、その変動額の比率によっ

て有効性を評価しております。 

 ただし、特例処理によってい

る金利スワップについては、有

効性の評価を省略しておりま

す。 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (7）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

 税抜方式によっております。 

(8）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

同左 

(8）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

同左 

 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手元資金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっており

ます。 

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手元資金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 「固定資産の減損に係る会計基

準」（「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）が

平成16年３月31日に終了する連結会

計年度に係る連結財務諸表から適用

できることになったことに伴い、当

中間連結会計期間から同会計基準及

び同適用指針を適用しております。

これにより税金等調整前中間純利益

は６百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除

しております。 

──────────  

  

（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」（「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）が

平成16年３月31日に終了する連結会

計年度に係る連結財務諸表から適用

できることになったことに伴い、当

連結会計年度から同会計基準及び同

適用指針を適用しております。これ

により税金等調整前当期純利益は105

百万円減少しております。  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

60,298百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

61,539百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

60,616百万円 

 ２ 受取手形裏書譲渡高 

14百万円 

 ２ 受取手形裏書譲渡高 

42百万円 

 ２ 受取手形裏書譲渡高 

11百万円 

 ３ 保証債務及び保証予約 

 連結子会社以外の銀行借入金に対し

て、次のとおり債務保証を行っておりま

す。 

 ３ 保証債務及び保証予約 

 連結子会社以外の銀行借入金に対し

て、次のとおり債務保証を行っておりま

す。 

 ３ 保証債務及び保証予約 

 連結子会社以外の銀行借入金に対し

て、次のとおり債務保証を行っておりま

す。 

従業員の住宅資金借入金  保証 

  563百万円

ダイテナー㈱  保証 

  10百万円

従業員の住宅資金借入金  保証 

  479百万円

ダイテナー㈱  保証 

  10百万円

従業員の住宅資金借入金  保証 

  507百万円

ダイテナー㈱  保証 

  10百万円

※４ このうち運転資金及び設備資金借入

金 1,817百万円（短期借入金 1,750百万

円・長期借入金 67百万円）の担保とし

て、受取手形 283百万円、現金及び預金

135百万円、建物及び構築物 682百万円

及び土地 748百万円が担保に供されてお

ります。 

※４ このうち運転資金及び設備資金借入金 

2,272百万円（短期借入金 2,270百万

円・長期借入金 2百万円）の担保とし

て、受取手形 447 百万円、建物及び構

築物 960百万円及び土地 749百万円が担

保に供されております。 

※４ このうち運転資金及び設備資金借入金 

1,656百万円（短期借入金 1,650百万・

長期借入金 6百万円）の担保として、建

物及び構築物 924百万円、土地 749百万

円及び受取手形 421百万円が担保に供さ

れております。 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ たな卸資産の低価基準による評価減 

― 

※１ たな卸資産の低価基準による評価減 

 16百万円 

※１ たな卸資産の低価基準による評価減 

45百万円 

※２ 固定資産売却益の主なものは、次のと

おりであります。 

※２             ───── ※２ 固定資産売却益の主なものは、次のと

おりであります。 

土地 4百万円     機械及び装置 1百万円

※３ 固定資産処分損の主なものは、次のと

おりであります。 

※３ 固定資産処分損の主なものは、次のと

おりであります。 

※３ 固定資産処分損の主なものは、次のと

おりであります。 

機械装置及び運搬具 65百万円

建物及び構築物 10百万円

その他 12百万円

機械装置及び運搬具 18百万円

建物及び構築物 5百万円

その他 3百万円

機械装置及び運搬具 127百万円

建物及び構築物 39百万円

その他 23百万円

※４ 減損損失 

 当社グループは、事業部制を採用して

おり、資産のグルーピングにあたっては

事業部を基礎として事業部別事業所別に

グルーピングし、遊休資産については、

個々の資産毎に減損の兆候を判定してお

ります。 

 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ました。 

※４              ───── ※４ 減損損失   

 当社グループは、事業部制を採用して

おり、資産のグルーピングにあたっては

事業部を基礎として事業部別事業所別に

グルーピングし、遊休資産については、

個々の資産毎に減損の兆候を判定してお

ります。 

 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ました。 

場所 用途 種類 

鳥取県三朝町 遊休地 土地 

 場所 用途 種類 

鳥取県東伯郡三朝
町 

遊休地 土地 

北海道北広島市 遊休地 土地 

網干工場 
（兵庫県揖保郡） 

プレート産業

資材製造設備 
機械装置等

東京工場 
（茨城県かすみが
うら市） 

床材製造 
設備 

建物、機械
装置等 

 将来の使用が見込めない遊休資産であ

る三朝町土地は地価が著しく下落したた

め、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（６百万円）

として特別損失に計上いたしました。 

 なお、回収可能価額の算定にあたって

は、当該土地については、その帳簿価額

の総資産金額に対する割合が小さく重要

性が乏しいため、固定資産税評価額を基

にした正味売却価額により評価しており

ます。 

  将来の使用が見込めない遊休資産である

三朝町土地及び北広島市土地は地価が著

しく下落したため、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

（6百万円）として特別損失に計上致し

ました。その内訳は、三朝町土地6百万

円、北広島市土地0百万円であります。 

 また、生産中止の為、将来の使用が見

込めなくなった網干工場プレート産業資

材製造設備の一部及び東京工場床材製造

設備の帳簿価格を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（98百万円）

として特別損失に計上致しました。その

内訳は、網干工場18百万円（機械装置14

百万円、その他3百万円）、東京工場80

百万円（建物71百万円、機械装置5百万

円、その他3百万円）であります。 

 なお、回収可能価額の算定にあたって

は、土地については、その帳簿価額の総

資産金額に対する割合が小さく重要性が

乏しいため、固定資産税評価額を基にし

た正味売却価額により評価しており、建

物、機械装置等については、償却可能限

度額を基にした正味売却価額により評価

しております。 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に記載されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に記載されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 9,777百万円

預入期間が３カ月を

超える定期預金 
△21百万円

現金及び現金同等物 9,756百万円

現金及び預金勘定 11,362百万円

預入期間が３カ月を

超える定期預金 
△1百万円

現金及び現金同等物 11,361百万円

現金及び預金勘定 12,015百万円

預入期間が３カ月を

超える定期預金 
－

現金及び現金同等物 12,015百万円

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  （単位：百万円）

  
(工器具・
備品)その
他 

 その他 合計 

取得価額
相当額 

1,297 527 1,825 

減価償却
累計額相
当額 

757 384 1,141 

中間期末
残高相当
額 

540 142 683 

  （単位：百万円）

  
(工器具・
備品)その
他 

 その他 合計 

取得価額
相当額 

1,548 555 2,104

減価償却
累計額相
当額 

1,075 435 1,510

中間期末
残高相当
額 

473 120 594

  （単位：百万円）

(工器具・
備品)その
他 

 その他 合計 

取得価額
相当額 

1,554 525 2,079

減価償却
累計額相
当額 

1,017 403 1,420

期末残高
相当額 

537 122 659

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。 

（注）同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 332百万円

１年超 351百万円

合計 683百万円

１年以内 284百万円

１年超 310百万円

合計 594百万円

１年以内 307百万円

１年超 351百万円

合計 659百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定

しております。 

（注）同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 161百万円

減価償却費相当額 161百万円

支払リース料 141百万円

減価償却費相当額 141百万円

支払リース料 307百万円

減価償却費相当額 307百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日） 

１ 時価のある有価証券 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

当中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１ 時価のある有価証券 

区分 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）その他有価証券       

①株式 1,418 2,487 1,069 

②債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

③その他 20 19 △1 

計 1,438 2,506 1,067 

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式 275 

その他 20 

(2）子会社株式及び関連会社株式   

子会社株式 10 

関連会社株式 110 

区分 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）その他有価証券       

①株式 1,421 3,250 1,828 

②債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

③その他 － － － 

計 1,421 3,250 1,828 



２ 時価評価されていない主な有価証券 

前連結会計年度末（平成17年３月31日） 

１ 時価のある有価証券 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式 270 

その他 20 

(2）子会社株式及び関連会社株式   

子会社株式 10 

関連会社株式 166 

区分 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）その他有価証券       

①株式 1,424 2,779 1,355 

②債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

③その他 － － － 

計 1,424 2,779 1,355 

内容 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式 263 

その他 20 

(2）子会社株式及び関連会社株式   

子会社株式 10 

関連会社株式 143 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。 

前連結会計年度末（平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

製品の使用目的を考慮し、住設建材関連、産業資材関連、メディカル関連及び工事関連その他に区分してお

ります。 

住設建材関連・・・・・・採光建材、外装建材、管工機材、住器製品、エクステリア製品、床材他 

産業資材関連・・・・・・硬質塩ビプレート、ポリカーボネートプレート、アクリルプレート、カラー鉄

線、カラー鋼管、トリカルネット、トリカルパイプ、クイックサイン表示器他 

メディカル関連・・・・・フィクソーブ(骨片接合材)、ゲルロード(導電性粘着材) 

工事関連その他・・・・・上水道施設、下水道施設、排水処理装置、当社グループの製品運送及び保管業務

等他 

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

製品の使用目的を考慮し、住設建材関連、産業資材関連、メディカル関連及び工事関連その他に区分してお

ります。 

住設建材関連・・・・・・採光建材、外装建材、管工機材、住器製品、エクステリア製品、床材他 

産業資材関連・・・・・・硬質塩ビプレート、ポリカーボネートプレート、アクリルプレート、カラー鉄

線、カラー鋼管、トリカルネット、トリカルパイプ、クイックサイン表示器他 

メディカル関連・・・・・フィクソーブ(骨片接合材)、ゲルロード(導電性粘着材) 

工事関連その他・・・・・上水道施設、下水道施設、排水処理装置、当社グループの製品運送及び保管業務

等他 

  
住設建材
関連 
（百万円） 

産業資材
関連 
（百万円） 

メディカ
ル関連 
（百万円） 

工事関連
その他 
（百万円） 

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上

高 
16,581 18,071 682 386 35,720 － 35,720 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － － 590 590 (590) － 

計 16,581 18,071 682 976 36,311 (590) 35,720 

営業費用 15,274 17,299 528 1,082 34,184 (590) 33,594 

営業利益又は営業損失(△) 1,307 771 153 △105 2,126 － 2,126 

  
住設建材
関連 
（百万円） 

産業資材
関連 
（百万円） 

メディカ
ル関連 
（百万円） 

工事関連
その他 
（百万円） 

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上

高 
15,575 16,290 475 354 32,695 － 32,695 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － － 533 533 (533) － 

計 15,575 16,290 475 887 33,228 (533) 32,695 

営業費用 14,662 16,143 465 1,013 32,286 (533) 31,752 

営業利益又は営業損失(△) 912 146 9 △125 942 － 942 



前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

製品の使用目的を考慮し、住設建材関連、産業資材関連、メディカル関連及び工事関連その他に区分してお

ります。 

住設建材関連・・・・・・採光建材、外装建材、管工機材、住器製品、エクステリア製品、床材他 

産業資材関連・・・・・・硬質塩ビプレート、ポリカーボネートプレート、アクリルプレート、カラー鉄

線、カラー鋼管、トリカルネット、トリカルパイプ、クイックサイン表示器他 

メディカル関連・・・・・フィクソーブ(骨片接合材)、ゲルロード(導電性粘着材) 

工事関連その他・・・・・上水道施設、下水道施設、排水処理装置、当社グループの製品運送及び保管業務

等他 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

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

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

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

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  
住設建材
関連 
（百万円） 

産業資材
関連 
（百万円） 

メディカ
ル関連 
（百万円） 

工事関連
その他 
（百万円） 

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
32,904 36,322 1,229 1,679 72,135 － 72,135 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － 1,192 1,192 (1,192) － 

計 32,904 36,322 1,229 2,871 73,328 (1,192) 72,135 

営業費用 30,176 35,067 1,000 2,774 69,019 1,192 67,827 

営業利益 2,727 1,255 228 96 4,308 (0) 4,308 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

訴訟 

 平成17年８月９日付で当社の営業取引先でありました立花アルミ加工株式会社から389百万円の損害賠償請求

訴訟の提訴を受けました。 

 当社はこの請求に関しては根拠も明白でないと判断し、裁判において当社の正当性を主張して争っています。

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日） 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日） 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 515円76銭

１株当たり中間純利益 11円44銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
11円35銭

１株当たり純資産額 529円87銭

１株当たり中間純利益 6円44銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
6円40銭

１株当たり純資産額 525円53銭

１株当たり当期純利益 22円83銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
22円65銭

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

 中間（当期）純利益（百万円） 839 474 1,736 

 普通株主に帰属しない金額（百万

円） 
－ － 58 

 普通株式に係る中間（当期）純利益 

 （百万円） 
839 474 1,677 

 期中平均株式数（千株） 73,412 73,712 73,470 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 
      

 中間（当期）純利益調整額（百万

円） 
－ － － 

 普通株式増加数（千株） 568 497 581 

 （うち自己株式取得方式のストック

オ  

  プション） 

(171) (110) (169) 

 （うち新株予約権） (396) (386) (412) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

平成16年６月29日定時

株主総会決議による新

株予約権１種類（新株

予約権の数1,153個） 

平成16年６月29日定時

株主総会決議による新

株予約権１種類（新株

予約権の数 1,153個） 

平成16年６月29日定時

株主総会決議による新

株予約権１種類（新株

予約権の数 1,153個） 

  なお、新株予約権の概

況は、「第４提出会社

の状況、１株式等の状

況、(2）新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。 

なお、新株予約権の概

況は、「第４提出会社

の状況、１株式等の状

況、(2）新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。 

────── 

        



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   7,439   8,871 9,951   

２．受取手形   11,877   10,153 12,247   

３．売掛金   9,887   8,378 9,017   

４．たな卸資産   5,639   6,479 6,003   

５．その他   5,940   4,161 5,934   

  貸倒引当金   △179   △172 △178   

流動資産合計     40,604 59.4 37,871 56.1   42,976 60.6

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１         

(1）建物   5,792   5,727 5,699   

(2）機械及び装置   5,018   5,319 5,041   

(3）土地   4,090   4,102 4,102   

(4）その他   2,452   3,402 2,695   

有形固定資産計   17,354   18,552 17,539   

２．無形固定資産   457   458 485   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   4,779   5,492 5,048   

(2）繰延税金資産   4,291   3,851 4,090   

(3）その他   1,484   1,719 1,306   

  貸倒引当金   △196   △138 △145   

  投資評価引当金   △408   △323 △383   

投資その他の資産
計 

  9,951   10,602 9,917   

固定資産合計     27,763 40.6 29,613 43.9   27,942 39.4

資産合計     68,368 100.0 67,485 100.0   70,919 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形   3,392   3,133 3,582   

２．買掛金   10,157   9,784 11,166   

３．未払法人税等   1,056   58 1,485   

４．賞与引当金   625   597 605   

５．設備支払手形   672   889 743   

６．その他   3,341   2,880 3,698   

流動負債合計     19,247 28.2 17,343 25.7   21,281 30.0

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   1,500   1,500 1,500   

２．退職給付引当金   10,866   10,680 10,682   

３．役員退職引当金   266   302 295   

４．その他   452   515 486   

固定負債合計     13,084 19.1 12,998 19.3   12,965 18.3

負債合計     32,332 47.3 30,342 45.0   34,247 48.3

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     15,189 22.2 15,189 22.5   15,189 21.4

Ⅱ 資本剰余金           

    資本準備金   14,661   14,661 14,661   

その他資本剰余金   －   2 －   

資本剰余金合計     14,661 21.5 14,663 21.7   14,661 20.7

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   1,223   1,223 1,223   

２．任意積立金   4,032   4,032 4,032   

３．中間（当期）未処
分利益 

  1,868   2,431 2,269   

利益剰余金合計     7,125 10.4 7,688 11.4   7,526 10.6

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    629 0.9 1,064 1.6   798 1.1

Ⅴ 自己株式     △1,569 △2.3 △1,461 △2.2   △1,503 △2.1

資本合計     36,035 52.7 37,143 55.0   36,671 51.7

負債資本合計     68,368 100.0 67,485 100.0   70,919 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     25,913 100.0 23,076 100.0   51,706 100.0 

Ⅱ 売上原価     17,467 67.4 15,901 68.9   35,121 67.9

売上総利益     8,446 32.6 7,174 31.1   16,585 32.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    6,464 25.0 6,250 27.1   12,935 25.0

営業利益     1,981 7.6 923 4.0   3,649 7.1

Ⅳ 営業外収益 ※１   305 1.2 239 1.0   578 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※２   217 0.8 207 0.9   595 1.2

経常利益     2,069 8.0 956 4.1   3,632 7.0

Ⅵ 特別利益 ※３   24 0.1 68 0.3   153 0.3

Ⅶ 特別損失 ※4,6   78 0.3 25 0.1   272 0.5

税引前中間(当期)
純利益 

    2,015 7.8 998 4.3   3,513 6.8

法人税、住民税及
び事業税 

  1,000   18 1,800   

法人税等調整額   2 1,002 3.9 362 380 1.6 42 1,842 3.6

中間(当期)純利益     1,012 3.9 618 2.7   1,671 3.2

前期繰越利益     856 1,813   856 

自己株式処分差損     0 －   0 

中間配当額     － －   257 

中間（当期）未処
分利益 

    1,868 2,431   2,269 

            



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 ②その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

  (評価基準) (評価方法) 

商品 低価基準 移動平均法 

製品 低価基準 総平均法 

原材料 原価基準 総平均法 

仕掛品 原価基準 総平均法 

(2）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却方法 (1）有形固定資産 

 定率法（但し、千歳工場は定

額法）を採用しております。な

お、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっておりま

す。 

 但し、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額法を

採用しております。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。

なお、償却年数については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。 

 但し、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 (3）長期前払費用 

 定額法を採用しております。

なお、償却年数については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売掛金等の債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上して

おります。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）投資評価引当金 

 投資先の投融資額を評価する

ため、投資先の資産状態及び事

業内容の実情を勘案して必要と

認められる金額を計上しており

ます。 

(2）投資評価引当金 

同左 

(2）投資評価引当金 

同左 

 (3）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てる

ため、次期賞与支給見込額の当

期間対応額を計上しておりま

す。 

(3）賞与引当金 

同左 

(3）賞与引当金 

同左 

 (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 過去勤務債務については、発

生年度において一括して費用処

理または費用から減額処理する

方法を採用しております。 

 また、数理計算上の差異につ

いては、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）による按分額を翌

事業年度より費用処理すること

としております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当事業年度末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。 

 過去勤務債務については、発

生年度において一括して費用処

理または費用から減額処理する

方法を採用しております。 

 また、数理計算上の差異につ

いては、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）による按分額を翌

事業年度より費用処理すること

としております。 

  

   

 (5）役員退職引当金 

 役員退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。 

(5）役員退職引当金 

同左 

(5）役員退職引当金 

 役員退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

 (6）債務保証損失引当金 

 関係会社等への債務保証に係

る損失に備えるため、被保証者

の財政状態等を勘案し、損失負

担見込額を計上しております。 

(6）債務保証損失引当金 

同左 

(6）債務保証損失引当金 

同左 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法  ──────────── 

  

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。また、金利スワップについ

て特例処理の条件を充たしている

場合には特例処理を採用しており

ます。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 当中間会計年度にヘッジ会計を

適用したヘッジ対象とヘッジ手段

は以下のとおりであります。 

 ヘッジ手段・・・金利スワップ 

 ヘッジ対象・・・借入金の利息 

③ヘッジ対象 

 主に当社の内規である「デリバ

ティブ管理規定」に基づき、金利

変動リスクをヘッジしておりま

す。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動又はキャ

ッシュ・フロー変動の累計と、ヘ

ッジ手段の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有効性

を評価しております。 

  

 ただし、特例処理によっている

金利スワップについては、有効性

の評価を省略しております。 

①ヘッジ会計の方法 

 同左 

  

  

  

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 当事業年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ対象とヘッジ手段は以

下のとおりであります。 

 ヘッジ手段・・・金利スワップ 

 ヘッジ対象・・・借入金の利息 

③ヘッジ対象 

 同左 

  

  

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

 ６．その他の中間財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理について   

  消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜き方式によっており

ます。なお仮払消費税等は、借受

消費税と相殺のうえ、中間貸借対

照表上流動負債の「その他」に含

めて表示しております。 

消費税等の会計処理について 

 同左 

消費税等の会計処理について 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜き方式によっておりま

す。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 「固定資産の減損に係る会計基

準」（「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）が

平成16年３月31日に終了する事業年

度に係る財務諸表から適用できるこ

とになったことに伴い、当中間会計

期間から同会計基準及び同適用指針

を適用しております。これにより税

引前中間純利益は６百万円減少して

おります。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

─────────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 （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」（「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）が

平成16年３月31日に終了する事業年

度に係る財務諸表から適用できるこ

とになったことに伴い、当事業年度

から同会計基準及び同適用指針を適

用しております。これにより税引前

当期純利益は104百万円減少しており

ます。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除してお

ります。 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

55,694百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

56,315百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

55,562百万円 

 ２ 偶発債務 

保証債務及び保証予約 

 下記の銀行借入金等について保証を行

っております。 

 ２ 偶発債務 

保証債務及び保証予約 

 下記の銀行借入金等について保証を行

っております。 

 ２ 偶発債務 

保証債務及び保証予約 

 下記の銀行借入金等について保証を行

っております。 

従業員の住宅資金借入金  

保証 563百万円

富士プラスチック㈱  

保証 40百万円

タキロンエンジニアリング㈱  

保証 10百万円

上海他喜龍塑料有限公司  

保証 32百万円

ＰＴタキロンインドネシア  

保証 27百万円

計 673百万円

従業員の住宅資金借入金  

保証 479百万円

富士プラスチック㈱  

保証 10百万円

タキロンエンジニアリング㈱  

保証 310百万円

ＰＴタキロンインドネシア  

保証 55百万円

計 854百万円

従業員の住宅資金借入金  

保証 507百万円

富士プラスチック㈱  

保証 15百万円

タキロンエンジニアリング㈱  

保証 310百万円

ＰＴタキロンインドネシア  

保証 39百万円

計 872百万円



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 営業外収益の内重要なもの 

受取利息 15百万円

賃貸料 78百万円

受取配当金 54百万円

開発補助金 57百万円

経営指導料 39百万円

為替差益 36百万円

※１ 営業外収益の内重要なもの 

受取利息 13百万円

賃貸料 74百万円

受取配当金 42百万円

経営指導料 38百万円

為替差益 12百万円

   

※１ 営業外収益の内重要なもの 

受取利息 30百万円

賃貸料 168百万円

受取配当金 73百万円

開発補助金 57百万円

経営指導料 78百万円

※２ 営業外費用の内重要なもの 

支払利息 26百万円

賃貸経費 61百万円

たな卸資産処分損 77百万円

クレーム補償損 35百万円

※２ 営業外費用の内重要なもの 

支払利息 29百万円

賃貸経費 59百万円

たな卸資産処分損 47百万円

クレーム補償損 18百万円

※２ 営業外費用の内重要なもの 

支払利息 53百万円

賃貸経費 141百万円

たな卸資産処分損 268百万円

クレーム補償損 95百万円

※３ 特別利益の内重要なもの 

────── 

※３ 特別利益の内重要なもの 

  投資評価引当金戻入額 60百万円

※３ 特別利益の内重要なもの 

機械及び装置売却益 1百万円

投資有価証券売却益 2百万円

※４ 特別損失の内重要なもの 

固定資産処分損  

建物 3百万円

機械及び装置 59百万円

工器具及び備品 8百万円

その他 0百万円

計 72百万円

土地減損損失 6百万円

※４ 特別損失の内重要なもの 

固定資産処分損  

建物 4百万円

機械及び装置 17百万円

工器具及び備品 3百万円

その他 0百万円

計 25百万円

   

※４ 特別損失の内重要なもの 

固定資産処分損  

建物 11百万円

機械及び装置 122百万円

工器具及び備品 20百万円

その他 11百万円

計 167百万円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 960百万円

無形固定資産 59百万円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,081百万円

無形固定資産 69百万円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,044百万円

無形固定資産 119百万円

 



前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※６ 減損損失 

 当社は、事業部制を採用しており、資

産のグルーピングにあたっては事業部を

基礎として事業部別事業所別にグルーピ

ングし、遊休資産については、個々の資

産毎に減損の兆候を判定しております。 

 当社は、以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。 

       ─────────── 

   

  

※６ 減損損失 

 当社は、事業部制を採用しており、資産の

グルーピングにあたっては事業部を基礎とし

て事業部別事業所別にグルーピングし、遊休

資産については、個々の資産毎に減損の兆候

を判定しております。 

 当社は、以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。 

場所 用途 種類 

鳥取県三朝町 遊休地 土地 

 場所 用途 種類 

鳥取県東伯郡三朝町 遊休地 土地 

網干工場    
（兵庫県揖保郡）  

プレート
産業資材
製造設
備  

機械装置等 

東京工場    
（茨城県かすみがうら

市）  

床材製造
設備  

建物、機械
装置等  

 将来の使用が見込めない遊休資産であ

る三朝町土地は地価が著しく下落したた

め、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（６百万円）

として特別損失に計上いたしました。 

 なお、回収可能価額の算定にあたって

は、当該土地については、その帳簿価額

の総資産金額に対する割合が小さく重要

性が乏しいため、固定資産税評価額を基

にした正味売却価額により評価しており

ます。 

  

  

 将来の使用が見込めない遊休資産である三

朝町土地は地価が著しく下落したため、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（6百万円）として特別損失に計

上いたしました。 

 また、生産中止の為、将来の使用が見込め

なくなった網干工場プレート産業資材製造設

備の一部及び東京工場床材製造設備の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当期減少額を

減損損失（98百万円）として特別損失に計上

いたしました。その内訳は、網干工場18百万

円（機械装置14百万円、その他3百万円）、

東京工場80百万円（建物71百万円、機械装置

5百万円、その他3百万円）であります。 

 なお、回収可能価額の算定にあたっては、

土地については、その帳簿価額の総資産金額

に対する割合が小さく重要性が乏しいため、

固定資産税評価額を基にした正味売却価額に

より評価しており、建物、機械装置等につい

ては、償却可能限度額を基にした正味売却価

額により評価しております。 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  （単位：百万円）

  
(工器具・
備品) 
その他 

（運搬具） 
その他 

合計 

取得価額
相当額 

1,199 497 1,697 

減価償却
累計額相
当額 

701 366 1,068 

中間期末
残高相当
額 

498 130 628 

  （単位：百万円）

  
(工器具・
備品) 
その他 

（運搬具）
その他 

合計 

取得価額
相当額 

1,446 506 1,952

減価償却
累計額相
当額 

1,020 408 1,429

中間期末
残高相当
額 

426 97 523

  （単位：百万円）

(工器具・
備品) 
その他 

（運搬具） 
その他 

合計 

取得価額
相当額 

1,439 484 1,924

減価償却
累計額相
当額 

960 382 1,343

期末残高
相当額 

479 101 581

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。 

（注）同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 308百万円

１年超 319百万円

合計 628百万円

１年以内 259百万円

１年超 264百万円

合計 523百万円

１年以内 280百万円

１年超 300百万円

合計 581百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定

しております。 

（注）同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

(3）当中間期の支払リース料及び減価償却費

相当額 

(3）当中間期の支払リース料及び減価償却費

相当額 

(3）当期の支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 148百万円

減価償却費相当額 148百万円

支払リース料 127百万円

減価償却費相当額 127百万円

支払リース料 279百万円

減価償却費相当額 279百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間末 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日） 

 当中間会計期間末 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時

価のあるものはありません。 

同左 同左 



(2）【その他】 

①中間配当金  

  平成17年11月17日開催の取締役会において、平成17年９月30日現在の株主に対して、中間配当を次のとおり行う

ことを決議しました。 

中間配当金の総額                   258百万円 

１株当たり中間配当金         ３円50銭 

支払請求の効力発生日及び支払開始日  平成17年12月9日 

    ②訴訟 

    平成17年８月９日付で当社の営業取引先でありました立花アルミ加工株式会社から389百万円の損害賠償請求訴

   訟の提訴を受けました。 

    当社はこの請求に関しては根拠も明白でないと判断し、裁判において当社の正当性を主張して争っています。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第110期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月29日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

      平成16年12月16日 

タキロン株式会社       

  取締役会 御中   

  あ ず さ 監 査 法 人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 牧 美喜男  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 後藤 研了  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」に掲げられているタキロ

ン株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年４月１日から平

成16年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者に

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

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

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

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

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

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

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

に準拠して、タキロン株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

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

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

      平成17年12月15日 

タキロン株式会社       

  取締役会 御中   

  あ ず さ 監 査 法 人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 牧 美喜男  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 後藤 研了  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」に掲げられているタキロ

ン株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から平

成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者に

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

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

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

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

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

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

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

に準拠して、タキロン株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

 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 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

      平成16年12月16日 

タキロン株式会社       

  取締役会 御中   

  あ ず さ 監 査 法 人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 牧 美喜男  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 後藤 研了  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」に掲げられているタキロ

ン株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第110期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１日から平

成16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。

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

ことにある。 

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

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

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

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

基礎を得たと判断している。 

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

て、タキロン株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年４月１日か

ら平成16年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

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

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

      平成17年12月15日 

タキロン株式会社       

  取締役会 御中   

  あ ず さ 監 査 法 人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 牧 美喜男  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 後藤 研了  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」に掲げられているタキロ

ン株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第111期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平

成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。

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

ことにある。 

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

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

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

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

基礎を得たと判断している。 

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

て、タキロン株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 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 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 
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