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第一部【企業情報】 

  

第１【企業の概況】 

  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下消費税等という。）は含まれていない。 

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

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

回次 第136期中 第137期中 第138期中 第136期 第137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 

売上高（百万円） 12,105 12,702 12,557 24,721 26,420

経常利益（百万円） 251 978 633 936 2,240

中間（当期）純損益（百万円） 113 576 340 546 1,215

純資産額（百万円） 10,875 11,610 12,420 11,339 12,599

総資産額（百万円） 39,262 40,550 42,593 37,943 40,819

１株当たり純資産額（円） 156.76 167.39 179.13 163.46 181.69

１株当たり中間（当期）純損益
（円） 

1.64 8.30 4.91 7.87 17.52

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） 27.7 28.6 29.2 29.88 30.87

営業活動によるキャッシュ・ 
フロー（百万円） 

1,936 2,888 1,009 3,617 3,615

投資活動によるキャッシュ・ 
フロー（百万円） 

△  685 △ 1,283 △ 2,387 △ 2,079 △  515

財務活動によるキャッシュ・ 
フロー（百万円） 

△  213 419 1,000 △ 1,800 △ 1,181

現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高（百万円） 

3,897 4,629 4,123 2,591 4,495

従業員数（人） 799 729 732 748 725



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

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

  

回次 第136期中 第137期中 第138期中 第136期 第137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 

売上高（百万円） 11,002 11,771 11,606 22,512 24,361

経常利益（百万円） 203 864 607 856 2,005

中間（当期）純損益（百万円） 92 442 318 376 1,008

資本金（百万円） 
(発行済株式総数)（千株） 

6,230 
(69,442)

6,230
(69,442)

6,230
(69,442)

6,230 
(69,442)

6,230
(69,442)

純資産額（百万円） 11,191 11,645 12,352 11,509 12,562

総資産額（百万円） 38,203 39,367 41,579 36,721 39,583

１株当たり中間（年間）配当額
（円） 

－ － － 5.00 5.00

自己資本比率（％） 29.3 29.6 29.7 31.3 31.7

従業員数（人） 651 609 608 632 602



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社。以下同じ。）及び非連結子会社、関連会社が営む事業の

内容については、重要な変更はない。 

  

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ない。 

  

４【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

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

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

派遣社員を除いて記載している。 

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

る。 

  

(2)提出会社の状況 

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

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

している。 

  

(3）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はない。 

  

  

  平成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）

化成品事業 169 

機械事業 198 

電子材料事業 299 

その他の事業 14 

全社(共通) 52 

合計 732 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人）   608



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1)業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、期初において半導体、デジタル家電等のＩＴ業界の生産調整など弱含みな状況

で始まったものの、期後半には在庫調整が一巡したことや、素材産業においても原料高の価格転嫁が進み、また設備投資も順

調なことから、景気の回復基調が顕在化した。 

このようななかで、当社グループは、主力事業であるシリコンウェハー再生における12インチ（300ｍｍ）ラインの増強と、

ＩＴ産業向け高純度燐酸の台湾子会社を早期に安定的な収益軌道に乗せ、利益の向上を企図することに全力を挙げて取り組ん

できた。また、機械事業の公共事業依存型体質を脱却するべく次期商品の探索に向けた体制を整備することに努めてきた。 

しかしながら、12インチウェハー再生は、期前半には、当初予想していた程には増加しなかったことに加え、機械事業にお

いては災害復旧工事を除いた公共工事の更なる削減が響き、売り上げを大きく引き下げたことなどから厳しい状況で推移し

た。 

このため当期間の売上高は、125億57百万円と前年同期に比べ1.1％の減収となった。損益面においては、経常利益が６億33

百万円と、前年同期に比べ３億44百万円の減益となり、中間純利益は、３億40百万円と、前年同期に比べ２億35百万円の減益

となった。 

  

事業のセグメント別の業績は、次のとおりである。 

①化成品事業 

燐酸および燐系二次製品は、コンデンサー・表面処理業界向けの出荷量が減少したことなどから減収となった。半導体・液

晶製造工程向けの高純度燐酸や高純度燐酸塩などは、海外向けを含めて順調に出荷量を増やし増収となったものの、原価増に

より収益面では低調な結果となった。 

水処理用凝集剤は、原料高による販売価格の修正が進み、浄水場などの官庁向けの受注が拡大したため増収となった。ま

た、コンデンサー向け原料なども引き続き販売数量が増加し増収となった。  

これらを併せた売上高は59億78百万円（前年同期比7.2％増加）、営業利益は、１億70百万円（前年同期比24.9％減少）と

なった。 

  

②機械事業 

下水道関連の掘進機は、注力している東南アジア向けの販売は堅調に推移したものの、国内における関連公共事業費が、最

盛期予算規模の半分以下の水準になり、更に本年度も漸減が続く状況のなか、機器の販売・レンタル共に落ち込み、大幅な減

収となった。 

破砕選別機械は、公共工事に連動傾向の高い骨材生産向けの減収を、民間のリサイクル向けがカバーしたことにより、若干

の増収となった。 

都市ごみや産業廃棄物処理機械は、競合激化による地方自治体のリサイクルプラザ向けプラントの減少が響き、大幅な減収

となった。 

精密機械加工は、主なユーザーである半導体・液晶製造装置の生産が減少したことが影響し、減収となった。また、特殊ス

クリーンは、化学工業向け受注が堅調で増収となった。 

これらを併せた売上高は23億78百万円（前年同期比9.7％減少）、営業損失は、１億37百万円（前年同期は営業損失22百万

円）となった。 



③電子材料事業 

シリコンウェハー再生は、期後半には持ち直し傾向がでてきたものの、期初から期央にかけて電子部品・デバイスの在庫調

整の影響を大きく受け、当社においても８インチ（200ｍｍ）以下は大幅に減少した。12インチウェハーは期後半には持ち直し

傾向がでてきて、処理数量が増加したものの、当初の目標値に達しなかった。この結果、ウェハー再生の売り上げはほぼ前年

並みとなった。 

化合物半導体に使われる高純度無機素材は、主要製品であるガリウムについてはほぼ横這いで推移したが、発光ダイオード

向け高純度燐の減少などもあり減収となった。 

このほか、ＩＣ用塗布材でも、フラッシュメモリーの市況の下落と生産調整により大幅な減収となった。 

これらを併せた売上高は37億44百万円（前年同期比6.3％減少）、営業利益は、４億65百万円（前年同期比23.8％減少）と

なった。 

  

④その他の事業 

石油精製用触媒再生は、ユーザーの触媒の交換サイクルが下期に集中したため減収となり、また、宮古ショッピングセン

タービルの賃貸など、不動産関連は、ほぼ前年同期並に推移した。 

この結果、売上高は４億55百万円（前年同期比7.8％減少）、営業利益は、２億11百万円（前年同期比12.6％減少）となっ

た。 

  

(2)キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末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、税金等調整前中間純利益が

６億６百万円（前中間連結会計期間は９億36百万円）あり、売上債権の減少による収入９億46百万円、減価償却費８億33百万

円及び長期借入れによる収入32億50百万円もあるが、法人税等の支払額10億１百万円、有形固定資産の取得による支出22億１

百万円等があったため、前連結会計年度末と比べ３億71百万円減少し、当中間連結会計期間末には41億23百万円となった。 

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

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は10億９百万円（前年同期比18億78百万円減少）となった。これは主に税金等調整前中間純利

益が６億６百万円（前年同期比３億30百万円減少）、売上債権の減少９億46百万円（前年同期比８億17百万円減少）、減価償

却費８億33百万円（前年同期比２億45百万円減少）及び法人税等の支払額10億１百万円（前年同期比６億62百万円増加）によ

るものである。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は23億87百万円（前年同期比11億４百万円増加）となった。これは主に有形固定資産の取得に

よる支出22億１百万円（前年同期比15億６百万円増加）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10億円（前年同期比５億80百万円増加）となった。これは主に長期借入れによる収入32億50

百万円（前年同期比４億50百万円増加）、長期借入金の返済による支出19億３百万円（前年同期比12億24百万円減少）による

ものである。 

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

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

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっている。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2）製品仕入実績 

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

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(3）受注状況 

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

  

(4）販売実績 

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

 （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去している。 

２．総販売実績に比し、10％以上に該当する販売先はない。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

化成品事業（百万円） 4,553 121.4 

機械事業（百万円） 1,506 99.9 

電子材料事業（百万円） 3,429 95.9 

その他の事業（百万円） 117 78.3 

合計（百万円） 9,607 106.9 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

化成品事業（百万円） 1,402 101.5 

機械事業（百万円） 248 97.8 

電子材料事業（百万円） 165 64.1 

その他の事業（百万円） 30 109.7 

合計（百万円） 1,847 96.2 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

化成品事業（百万円） 5,978 107.2 

機械事業（百万円） 2,378 90.3 

電子材料事業（百万円） 3,744 93.7 

その他の事業（百万円） 455 92.2 

合計（百万円） 12,557 98.9 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はない。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はない。 

  

５【研究開発活動】 

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

剤）、機械（掘進機、破砕関連機械、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が、研究開発の組織としては各事業部門に開発担当セク

ションを設けているほかに本社に研究開発部門があり、連結子会社を含め相互に連携を保ちつつ効率的に研究開発活動を行って

いる。 

 研究開発の基本方針としては、これまでは、化成品、電子材料、機械という異なった業種を主要事業としている特徴を生か

し、異業種間の新たな商品を開発することを目指してきたが、近年エレクトロニクス向けの売上げ構成が多くなってきたため、

これまでの異業種間を組み合わせて新商品を開発するといった特殊な環境で培われてきた技術をベースに、ＩＴ関連を主要な

ターゲットとして、既存商品の「高付加価値化」を重要視して展開している。 

  当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は255百万円である。 

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

  

(1）化成品事業 

・エレクトロニクス向け高純度金属・塩類の開発 

・半導体ディバイス向け並びに液晶向けエッチング薬剤の開発 

・インターカレート技術による新抗菌剤・防菌剤の開発 

・汚染土壌からの有害物漏出防止技術の開発 

(2）機械事業 

・長距離掘削、曲線掘削、短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 

・半導体ディバイス向け高機能ウェハーの開発 

・特殊化合物半導体向け素材の研究開発 

・次世代半導体ディバイス向け多層配線用低誘電率塗布材の開発 

・次世代半導体ディバイスに使用される機能性薬剤の研究開発 

  

  



第３【設備の状況】 

  

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

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

計画している。 

(1)当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備についての重要な変更 

 該当事項はない。 

  

(2）当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の完了 

 前連結会計年度末において計画中であった当社三本木工場の基板研磨加工設備の新設については平成17年９月に完了し

た。これに伴い、同工場における基板研磨加工設備の生産能力は50％増加した。 

  

(3)当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりである。 

 該当事項はない。 

  

  



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）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 200,000,000 

計 200,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成17年12月22日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 69,442,038 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 69,442,038 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17年４月１日～ 
 平成17年９月30日 

－ 69,442,038 － 6,230 － 3,516



(4）【大株主の状況】 

（注）１ 大株主は、平成17年９月30日現在の株主名簿に基づくものである。 

  

２ 株式会社みずほコーポレート銀行およびその共同保有者であるみずほ証券株式会社およびみずほ信託銀行株式会社から平

成16年８月13日付で提出された変更報告書により、平成16年７月31日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けている

が、当社として平成17年９月30日現在における株式会社みずほコーポレート銀行を除く２社の共同保有分の実質所有株式数の

確認ができないので、上記大株主の状況の同社の所有株式数に２社の共同保有分は含めていない。 

   なお、変更報告書の内容は以下のとおりである。 

  

    平成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（％） 

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 4,764 6.86 

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 4,734 6.82 

株式会社みずほコーポレート
銀行 

東京都中央区晴海１丁目８番12号

晴海アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーＺ棟 
常任代理人 資産管理サービス信託銀行株
式会社 

2,507 3.61 

資産管理サービス信託銀行株
式会社（信託Ｂ口） 

東京都中央区晴海１丁目８番12号
晴海アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーＺ棟 

2,354 3.39 

株式会社ＵＦＪ銀行 愛知県名古屋市中区錦３丁目21番24号 2,000 2.88 

朝日生命保険相互会社 

東京都中央区晴海１丁目８番12号
晴海アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーＺ棟 
常任代理人 資産管理サービス信託銀行株
式会社 

2,000 2.88 

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

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１丁目13番２号 1,500 2.16 

ザ チェース マンハッタン 
バンク エヌエイ ロンドン 
（常任代理人 株式会社みず
ほコーポレート銀行） 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON 
EC2P 2HD,ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

1,230 1.77 

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 1,208 1.74 

計  24,256 34.93 

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 26 0.04 

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 1,008 1.45 



３ 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループから平成17年９月15日付で提出された変更報告書により、三菱信託銀行株式

会社、三菱証券株式会社および三菱投信株式会社は、平成17年８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17年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていな

い。 

   なお、変更報告書の内容は以下のとおりである。 

  

４ 大和証券投資信託委託株式会社およびその共同保有者である大和証券株式会社から平成17年９月15日付で提出された変更

報告書により、平成17年８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17年９月30日現

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

なお、変更報告書の内容は以下のとおりである。 

  

５ ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライヤーズ・インクおよびその共同保有者であるジェー・ピー・モルガン・フレミ

ング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社から平成17年10月13日付で提出された大量保有報告書により、平成17年９

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17年９月30日現在における実質所有株式数

の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。 

   なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりである。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に対
する所有株式数の割

合(％) 

三菱信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 2,435 3.51 

三菱証券株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目４番１号 10 0.01 

三菱投信株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 58 0.08 

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 

2,362 3.40 

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 39 0.06 

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(％) 

ジェー・ピー・モルガン・ホワイ
トフライヤーズ・インク 

（本店）アメリカ合衆国 ニューヨー
ク州 10017 ニューヨークパーク・ア
ベニュー270 

29 0.04 

ジェー・ピー・モルガン・フレミ
ング・アセット・マネジメント・
ジャパン株式会社 

東京都港区赤坂５丁目２番20号 5,948 8.57 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が83,000株含まれている。 

 また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数83個が含まれている。 

  

②【自己株式等】 

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

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

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものである。 

  

３【役員の状況】 

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

  平成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  103,000 

－
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式68,721,000 68,721 同上 

単元未満株式 普通株式 618,038 － 同上 

発行済株式総数 69,442,038 － － 

総株主の議決権 － 68,721 － 

      平成17年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

（自己保有株式） 
ラサ工業株式会社 

東京都中央区京橋１
丁目１番１号 

103,000 － 103,000 0.15

計 － 103,000 － 103,000 0.15

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 352 350 387 381 364 363 

最低（円） 317 320 344 355 291 310 



第５【経理の状況】 

  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以

下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 ただし、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）については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、

改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。 

  

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

間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 ただし、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）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第5号）附則第３項のただし書きにより、改正前

の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。 

  

  

２．監査証明について 

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

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）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成16年４月

１日から平成16年９月30日まで）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）の中間財務諸表につい

て、新日本監査法人により中間監査を受けている。 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成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    4,629 4,123  4,495 

２．受取手形及び売掛
金 

   7,780 7,408  8,359 

３．たな卸資産 ※１  3,729 3,641  3,272 

４．繰延税金資産    219 253  305 

５．その他    457 1,259  1,046 

貸倒引当金    △ 40 △ 37  △ 33 

流動資産合計    16,775 41.4 16,649 39.1  17,446 42.7

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 
※１ 
※３ 

    

(1)建物及び構築物   11,607  12,634 11,579  

減価償却累計額   △ 6,034 5,572 △ 6,297 6,337 △ 6,136 5,443 

(2)機械装置及び運
搬具 

  24,861  23,717 21,055  

減価償却累計額   △ 18,071 6,790 △ 16,725 6,991 △ 16,361 4,693 

(3)工具器具備品   1,489  1,502 1,451  

減価償却累計額   △ 1,025 464 △ 1,045 457 △ 1,019 431 

(4)土地    5,077 5,254  5,214 

(5)建設仮勘定    354 522  1,413 

有形固定資産合計    18,260 45.0 19,564 45.9  17,196 42.1

２．無形固定資産       

(1)借地権    929 929  929 

(2)その他    168 155  156 

無形固定資産合計    1,098 2.7 1,085 2.6  1,086 2.7

３．投資その他の資産       

(1)投資有価証券 ※２  2,067 2,697  2,726 

(2)長期貸付金    1,033 1,337  1,348 

(3)繰延税金資産    240 260  57 

(4)その他    1,169 1,030  984 

貸倒引当金    △ 95 △ 31  △ 26 

投資その他の資産合
計 

   4,416 10.9 5,294 12.4  5,090 12.5

固定資産合計    23,774 58.6 25,943 60.9  23,373 57.3

資産合計    40,550 100.0 42,593 100.0  40,819 100.0

        



  

  

    
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 

   3,897 3,958  4,190 

２．短期借入金 
※１ 
※２ 

 10,280 10,271  10,653 

３．未払法人税等    434 343  1,036 

４．繰延税金負債    1 －  1 

５．賞与引当金    412 483  444 

６．設備支払手形    817 2,180  882 

７．その他    2,745 2,484  2,475 

流動負債合計    18,589 45.9 19,721 46.3  19,683 48.2

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金 
※１ 
※２ 

 8,218 7,979  6,249 

２．退職給付引当金    892 1,164  1,046 

３．その他 ※１  1,240 1,307  1,240 

固定負債合計    10,350 25.5 10,451 24.5  8,536 20.9

負債合計    28,939 71.4 30,172 70.8  28,219 69.1

        

（少数株主持分）       

少数株主持分    － － － －  － －

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    6,230 15.4 6,230 14.6  6,230 15.3

Ⅱ 資本剰余金    3,516 8.7 3,516 8.3  3,516 8.6

Ⅲ 利益剰余金    1,715 4.2 2,348 5.5  2,354 5.8

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   166 0.4 349 0.8  523 1.3

Ⅴ 為替換算調整勘定    △ 3 △0.0 △ 1 △0.0  △ 5 △0.0

Ⅵ 自己株式    △ 15 △0.1 △ 23 △0.0  △ 19 △0.1

資本合計    11,610 28.6 12,420 29.2  12,599 30.9

負債、少数株主持分
及び資本合計 

   40,550 100.0 42,593 100.0  40,819 100.0

        



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    12,702 100.0 12,557 100.0  26,420 100.0

Ⅱ 売上原価    8,879 69.9 9,130 72.7  18,565 70.3

売上総利益    3,822 30.1 3,427 27.3  7,855 29.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  2,760 21.7 2,713 21.6  5,407 20.4

営業利益    1,062 8.4 713 5.7  2,448 9.3

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   6  14 16  

２．受取配当金   17  18 24  

３．為替差益   36  16 19  

４．受取地代家賃   17  15 34  

５．その他   33 111 0.9 46 111 0.9 89 185 0.7

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   146  131 284  

２．その他   47 194 1.6 59 191 1.6 109 393 1.5

経常利益    978 7.7 633 5.0  2,240 8.5

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産圧縮特別
勘定戻入額 

  －  240 －  

２．収用等に伴う補償
金 

  292  － 1,349  

３．固定資産売却益   84  － 84  

４．投資有価証券売却
益 

  －  214 97  

５．その他   － 377 3.0 16 471 3.8 196 1,728 6.5



  

  

    
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
（％）

Ⅶ 特別損失       

１．従業員割増退職金   118  － 118  

２．たな卸資産処分損   91  － 321  

３．事業廃止損失   80  － 89  

４．休止鉱山鉱害対策
費用 

  72  68 160  

５．固定資産除却損   56  － 113  

６．固定資産圧縮損   －  240 160  

７．減損損失 ※２ －  95 －  

８．役員退職慰労金   －  82 －  

９．販売用不動産評価
損 

  －  － 274  

10．固定資産圧縮特別
勘定繰入額 

  －  － 243  

11．収用等に伴う固定
資産除却損等 

  －  － 123  

12．その他   － 418 3.3 12 498 4.0 176 1,781 6.7

税金等調整前中間
(当期)純利益 

   936 7.4 606 4.8  2,186 8.3

法人税、住民税及
び事業税 

  400  295 1,156  

法人税等調整額   △ 40 360 2.9 △ 30 265 2.1 △ 185 971 3.7

中間(当期)純利益    576 4.5 340 2.7  1,215 4.6

        



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    3,516 3,516  3,516

Ⅱ 資本剰余金増加高     

1. 自己株式処分差益   － － 0 0 － －

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   3,516 3,516  3,516

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高    1,485 2,354  1,485

Ⅱ 利益剰余金増加高     

1．中間（当期）純利益   576 576 340 340 1,215 1,215

Ⅲ 利益剰余金減少高     

1．配当金   346 346 346 346 346 346

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   1,715 2,348  2,354

      



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 

  

税金等調整前中間
（当期）純損益 

  936 606 2,186 

減価償却費   1,079 833 2,146 

貸倒引当金の増減額   15 8 △   4 

賞与引当金の増減額   34 38 66 

退職給付引当金の増
減額 

  △  7 118 146 

受取利息及び受取配
当金 

  △  24 △  33 △  41 

支払利息   146 131 284 

固定資産売却益   △  84 － △  84 

固定資産除却損   56 － 113 

固定資産圧縮損   － 240 160 

固定資産圧縮特別勘
定繰入額 

  － － 243 

投資有価証券売却益   △  1 △ 214 △  97 

収用等に伴う補償金   － － △ 1,349 

収用等に伴う固定資
産除却損等 

  － － 123 

固定資産減損損失   － 95 － 

売上債権の増減額   128 946 △  443 

たな卸資産の増減額   371 △ 369 815 

仕入債務の増減額   △  119 △ 231 173 

その他負債の増減額   1,005 △  70 155 

その他   △  195 3 △  231 

小計   3,341 2,103 4,364 

利息及び配当金の受
取額 

  24 31 41 

利息の支払額   △  137 △ 123 △  274 

法人税等の支払額   △  339 △ 1,001 △  514 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  2,888 1,009 3,615 



  

  

  次へ 

    
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） 

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 

  △  695 △ 2,201 △ 2,297 

有形固定資産の売却
による収入 

  50 35 1,895 

収用等補償金の受入
による収入 

  － － 879 

投資有価証券の取得
による支出 

  △  11 △ 370 △  184 

投資有価証券の売却
による収入 

  26 422 233 

貸付けによる支出   △  550 △ 171 △  910 

その他   △  103 △ 101 △  131 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △ 1,283 △ 2,387 △  515 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  
  

短期借入金の純増減
額 

  1,095 1 1,183 

長期借入れによる収
入 

  2,800 3,250 2,800 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △ 3,127 △ 1,903 △ 4,811 

配当金の支払額   △  345 △ 345 △  346 

その他   △  2 △  3 △   6 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  419 1,000 △ 1,181 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  13 6 △14 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

  2,038 △ 371 1,904 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  2,591 4,495 2,591 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  
  

4,629 4,123 4,495 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成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)連結子会社数    ８社 (1)連結子会社数    ６社 (1）連結子会社数    ８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㈱、日作開発興

業㈱、宮古総業㈱及びRASA 

ELECTRONICS,INC. 

 なお、日作開発興業㈱および

宮古総業㈱は当中間連結会計期

間に清算結了した。 

 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. 

 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㈱、日作開発興

業㈱、宮古総業㈱及びRASA 

ELECTRONICS,INC. 

 なお、日作開発興業㈱および

宮古総業㈱は当連結会計年度中

に清算結了した。 

  (2）非連結子会社 (2）非連結子会社 (2)非連結子会社 

   主要な非連結子会社は、ラサ

建設工業㈱である。 

 なお、非連結子会社は、いず

れも小規模であり、合計の総資

産、売上高、中間純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いず

れも中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため、連

結の範囲から除外している。 

 主要な非連結子会社は、理盛

精密科技股份有限公司である。 

 なお、非連結子会社は、いず

れも小規模であり、合計の総資

産、売上高、中間純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いず

れも中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため、連

結の範囲から除外している。 

 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（ラサ建設工業㈱他）

及び関連会社（協同燐酸㈲他）

はそれぞれ、中間連結純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外している。 

(1）持分法を適用している非連結

子会社及び関連会社はない。 

 持分法を適用していない非連結

子会社（理盛精密科技股份有限

公司他）及び関連会社（管周推

進技建㈱他）はそれぞれ、中間

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、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（管周推進技建㈱

他）はそれぞれ、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、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。 

 なお、協同燐酸㈲は当連結会

計年度中に清算結了した。 

  (2)他の会社等の議決権の20％以

上、50％以下を自己の計算にお

いて所有しているにもかかわら

ず関連会社としなかった当該他

の会社等の名称等 

(2)   同      左 (2)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㈱   ミテジマ化学㈱ 

   当社（子会社を含む）は、ミ

テジマ化学㈱についてはその議

決権の32％を所有しているが、

同族会社であるため関連会社と

していない。 

   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。 



項目 
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 

 連結子会社のうち日本シーア

ールアイ㈱、RASA  

ELECTRONICS,INC.の中間決算日

は、６月30日である。 

 中間連結財務諸表の作成にあ

たって、上記会社については、

同中間決算日現在の中間財務諸

表を使用している。 

 ただし、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行って

いる。 

同      左  連結子会社のうち日本シーア

ールアイ㈱、RASA 

ELECTRONICS,INC．の決算日

は、12月31日である。 

 連結財務諸表の作成にあたっ

て、上記会社については、同決

算日現在の財務諸表を使用して

いる。 

 ただし、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行ってい

る。 

４．会計処理基準に関する

事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  イ．有価証券 イ．有価証券 イ．有価証券 

  (a) 満期保有目的の債券 (a) 満期保有目的の債券 (a) 満期保有目的の債券 

  …償却原価法(定額法) 同    左 同    左 

  (b) その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

時価のないもの 

…移動平均法による原

価法 

(b) その他有価証券 

時価のあるもの 

同    左 

  

  

  

  

時価のないもの 

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） 

時価のないもの 

同    左 

  ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 

  (a）製品・半製品・仕掛品 (a）製品・半製品・仕掛品 (a）製品・半製品・仕掛品 

  …移動平均法による原

価法（ただし、機械

関係及び建設関係は

個別原価法） 

…移動平均法による原

価法（ただし、機械

関係は個別原価法） 

…移動平均法による原

価法（ただし、機械

関係は主として個別

原価法） 

  (b）商品(販売用土地) (b）商品(販売用土地) (b）商品（販売用土地） 

  …個別原価法 同    左 同    左 

  (c）原材料・貯蔵品 (c）原材料・貯蔵品 (c）原材料・貯蔵品 

  …移動平均法による原

価法 

同    左 同    左 



項目 
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）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(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 イ．有形固定資産 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並びに

第四工場棟（建物は除く）及

び一部の連結子会社は定率法

である。 

 なお、主な資産の耐用年数

は以下のとおりである。 

 …定額法 

 ただし、当社の三本木工場

基板研磨加工設備第三、第四

及び第五工場棟（建物は除

く）並びに一部の連結子会社

は定率法である。 

 なお、主な資産の耐用年数

は以下のとおりである。 

 …定額法 

 ただし、当社の三本木工場

基板研磨加工設備第三及び第

四工場棟（建物は除く）及び

一部の連結子会社は定率法で

ある。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりである。 

  
  

建物及び構築物 ８～50年

機械装置及び運搬
具 

４～12年

建物及び構築物 ８～50年

機械装置及び運搬
具 

４～12年

建物及び構築物 ８～50年

機械装置及び運搬
具 

４～12年

  ロ．無形固定資産 ロ．無形固定資産 ロ．無形固定資産 

   定額法 

 なお、自社利用のソフトウ

エアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づく定額法 

同    左 同    左 

  (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

  イ．貸倒引当金 イ．貸倒引当金 イ．貸倒引当金 

   受取手形、売掛金等の債権

に対する貸倒による損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ている。 

同    左 同    左 

  ロ．賞与引当金 ロ．賞与引当金 ロ．賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、将来

の支給見込額のうち、当中間

連結会計期間の負担額を計上

している。 

同    左  従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、将来

の支給見込額のうち、当連結

会計年度の負担額を計上して

いる。 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成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） 

  ハ．退職給付引当金 ハ．退職給付引当金 ハ．退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上している。 

 なお、会計基準変更時差異

について、当社は15年による

按分額を費用処理し、連結子

会社は一括費用処理してい

る。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（15年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することにし

ている。 

同    左  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 (4）重要なリース取引の処理方法 (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。 

同    左 同    左 

  (5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 

  イ．ヘッジ会計の方法 イ．ヘッジ会計の方法 イ．ヘッジ会計の方法 

   借入金の金利について金利

スワップを、外貨建貸付金に

ついては通貨スワップを実施

している。金利スワップにつ

いては特例処理の要件を満た

しているので特例処理をして

いる。また通貨スワップにつ

いては振当処理の要件を満た

しているので振当処理をして

いる。 

同    左 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 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ＜ヘッジ手段＞ ＜ヘッジ対象＞ 同    左 同    左 

  金利スワップ……借入金     

  通貨スワップ……外貨建貸付金     



  

  

  次へ 

項目 
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） 

  ハ．ヘッジ方針 ハ．ヘッジ方針 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。 

同    左 同    左 

  ニ．ヘッジ有効性評価の方法 ニ．ヘッジ有効性評価の方法 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。 

同    左 同    左 

  (6）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(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 イ．消費税等の会計処理 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。 

同    左 同    左 

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キ

ャッシュ・フロー計算

書）における資金の範

囲 

 手許現金、随時引出可能な預

金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっている。 

同    左  連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、随時引

出可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からな

っている。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成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 

─────  当中間連結会計期間から「固

定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号

平成15年10月31日）を適用して

いる。これにより、税金等調整

前中間純利益は95百万円減少し

ている。 

 なお、減損損失累計額につい

ては、改正後の中間連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額か

ら直接控除している。 

───── 



表示方法の変更 

  

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） 

（中間連結貸借対照表関係） （中間連結貸借対照表関係） 

設備支払手形 繰延税金負債 

 前中間連結会計期間末まで流動負債の「その他」に含

めて表示していた「設備支払手形」（前中間連結会計期

間末558百万円）は、当中間連結会計期間末より明瞭表

示のため区分掲記することに変更した。 

 前中間連結会計期間末まで区分掲記していた流動負債

の「繰延税金負債」（当中間連結会計期間０百万円）

は、負債、少数株主持分及び資本の合計額の百分の五以

下であり、重要性がないため、流動負債の「その他」に

含めて表示することに変更した。 

（中間連結損益計算書関係） ───── 

１．受取保険金   

 前中間連結会計期間まで区分掲記していた「受取保険

金」（当中間連結会計期間１百万円）は、営業外収益の

合計額の100分の10以下となったため、当中間連結会計

期間より営業外収益の「その他」に含めて表示すること

に変更した。 

  

２．固定資産除却損   

 前中間連結会計期間まで特別損失の「その他」に含め

て表示していた「固定資産除却損」（前中間連結会計期

間７百万円）は、特別損失の合計額の100分の10を超え

ることとなったため、当中間連結会計期間より区分掲記

することに変更した。 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

１．その他負債の増減額 固定資産除却損 

 前中間連結会計期間において区分掲記していた営業活

動によるキャッシュ・フローの「固定資産除却損」（当

中間連結会計期間19百万円）は、金額的重要性が乏しく

なったため「その他」に含めて表示することに変更し

た。 

 前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示していた「その他負債

の増減額」（前中間連結会計期間39百万円）は、金額的

重要性が増加したため区分掲記することに変更した。 

２．貸付けによる支出 

 前中間連結会計期間まで投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示していた「貸付けによ

る支出」（前中間連結会計期間△３百万円）は、金額的

重要性が増加したため区分掲記することに変更した。 



追加情報 

  

  

  次へ 

  

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） 

───── 役員退職慰労金 １．圧縮記帳関係 

   当社は、平成16年６月29日開催の取締役

会において、役員退職慰労金制度を平成15

年６月27日に遡り廃止することを決議し、

制度廃止日までの在任期間に対応する役員

退職慰労金について、平成17年６月29日開

催の定時株主総会において、打ち切り支給

の議案が決議された。 

 なお、打ち切り支給額の未払分（55百万

円）については、固定負債の「その他」に

含めて表示している。 

 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ならびに物

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。 

    (1)収用等による土地売却益及び物件移転補

償金については、当連結会計年度中に特別

利益に計上している。 

    (2)物件移転補償金のうち対価補償金により

当連結会計年度中に取得した固定資産につ

いて、圧縮記帳をしている。 

 なお、圧縮記帳額は160百万円であり、

その内訳は下記のとおりである。 

    機械装置 134百万円

工具器具備品 25 

構築物 0 

合計 160 

     なお、物件移転補償金のうち対価補償金

により来期取得予定の固定資産の圧縮記帳

のために当連結会計年度に固定資産圧縮特

別勘定（流動負債その他）に243百万円繰

入れている。 

    ２．販売用土地の所有目的の変更 

     所有目的の変更により、たな卸資産（商

品）に計上していた販売用土地144百万円

を有形固定資産の土地へ振替えている。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

前中間連結会計期間末 
（平成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） 

注(1) 注(1) 注(1) 

※１ このうち、 ※１ このうち、 ※１ このうち、 
  

建物及び構築物  3,293百万円

機械装置及び運搬
具 

3,492 

工具器具備品 389 

土地 1,929 

たな卸資産 
(販売用不動産)  

88 

計 9,192 

  
建物及び構築物  3,240百万円

機械装置及び運搬
具 

5,694 

工具器具備品 396 

土地 1,928 

たな卸資産 
(販売用不動産) 

88 

計 11,349 

建物及び構築物 3,238百万円

機械装置及び運搬
具 

3,316 

工具器具備品 363 

土地 1,930 

たな卸資産 
(販売用不動産) 

88 

計 8,937 

は財団を設定し、下記債務の担保に供

している。 

は財団を設定し、下記債務の担保に供

している。 

は財団を設定し、下記債務の担保に供

している。 
  

長期借入金 5,023百万円

短期借入金 2,966 

  
長期借入金 2,415百万円

短期借入金 2,608 

長期借入金 3,839百万円

短期借入金 2,803 

(１年内返済予定の長期借入金を含

む) 

(１年内返済予定の長期借入金を含

む) 

(１年内返済予定の長期借入金を含

む) 

 また、財団外の土地219百万円、建物 

836百万円は下記債務の担保に供してい

る。 

 また、財団外の土地219百万円、建物 

798百万円は下記債務の担保に供してい

る。 

 また、財団外の土地219百万円、建物

816百万円は下記債務の担保に供してい

る。 
  

長期借入金 35百万円

短期借入金 19 

  
長期借入金 15百万円

短期借入金 19 

長期借入金 25百万円

短期借入金 19 

(１年内返済予定の長期借入金を含

む) 

(１年内返済予定の長期借入金を含

む) 

(１年内返済予定の長期借入金を含

む) 
  

固定負債・その他 1,230 
  

固定負債・その他 1,230 固定負債・その他 1,230 

※２ 投資有価証券のうち、225百万円は下

記債務の担保に供している。 

※２ 投資有価証券のうち、410百万円は下

記債務の担保に供している。 

※２ 投資有価証券のうち、451百万円は下

記債務の担保に供している。 
  

長期借入金 33百万円

短期借入金 39 

  
長期借入金 6百万円

短期借入金 27 

長期借入金 9百万円

短期借入金 43 

(１年内返済予定の長期借入金を含

む) 

(１年内返済予定の長期借入金を含

む) 

(１年内返済予定の長期借入金を含

む) 

───── ※３ 固定資産について直接減額した圧縮

記帳額は下記のとおりである。 

───── 

  
  

建物及び構築物 14百万円

機械装置及び運搬
具 

223 

工具器具備品 2 

合計 240 

  



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） 

注(2） 保証債務 注(2） 保証債務 注(2）保証債務 

───── 

  

 連結会社以外の関係会社の借入金に対し、

債務保証を下記のとおり行っている。 

───── 

  
  

理盛精密科技股份
有限公司 

205百万円

計 205 

  

注(3） 受取手形割引高 190百万円 注(3） 受取手形割引高 209百万円 注(3）受取手形割引高 203百万円

注(4) 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため、主要取引３行と貸出コミッ

トメント契約を締結している。 

 この契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次の通りであ

る。 

注(4) 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため、主要取引３行と貸出コミッ

トメント契約を締結している。 

 この契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次の通りであ

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

実行残高は次の通りである。 

  
貸出コミットメン

トの総額 
3,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 3,000 

  
貸出コミットメン

トの総額 
3,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 3,000 

貸出コミットメン

トの総額 
3,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 3,000 



（中間連結損益計算書関係） 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

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） 

注(1） 注(1） 注(1) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりである。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりである。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりである。 
  

出荷費運賃 905百万円

給料諸手当 441 

貸倒引当金繰入額 15 

賞与引当金繰入額 129 

退職給付費用 160 

旅費・交通費 121 

研究開発費 216 

減価償却費 62 

不動産賃借料 122 

  
出荷費運賃 915百万円

給料諸手当 375 

貸倒引当金繰入額 22 

賞与引当金繰入額 142 

退職給付費用 159 

旅費・交通費 97 

研究開発費 255 

減価償却費 62 

不動産賃借料 113 

出荷費・運賃 1,837百万円

給料諸手当 925 

貸倒引当金繰入額 3 

賞与引当金繰入額 136 

退職給付費用 301 

旅費・交通費 214 

研究開発費 534 

減価償却費 123 

不動産賃借料 235 

───── ※２ 減損損失 ───── 

     当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上した。 

  

  
  

場所 用途 種類 

岩手県宮古市 遊休資産 土地 

宮城県刈田郡 遊休資産 土地 

  

     当社グループは、事業の種類を基礎

とし、賃貸用資産及び遊休資産につい

ては個別にグルーピングしている。 

   このうち、時価が下落した遊休資産

について帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失（95百

万円）として、特別損失に計上した。 

   なお、当該資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定してお

り、時価については原則として不動産

鑑定評価額に基づき算定している。 

  

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掲記されている科目の

金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

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 
  

  

現金及び預金勘定 4,629百万円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 

－ 

現金及び現金同等物 4,629 

  

  

現金及び預金勘定 4,123百万円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 

－ 

現金及び現金同等物 4,123 

現金及び預金勘定 4,495百万円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 

－ 

現金及び現金同等物 4,495 

───── ─────  ２．重要な非資金取引の内容 

追加情報にある通り、所有目的の変更によ

り、たな卸資産（商品）に計上していた販売

用土地144百万円を有形固定資産の土地へ振

替えている。 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

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 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

機械装置
及び運搬
具 

73 53 19

工具器具
備品 

154 53 100

合計 227 107 120

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

機械装置
及び運搬
具 

1,901 238 1,662

工具器具
備品 

278 86 191

合計 2,179 325 1,854

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬
具 

1,861 107 1,754 

工具器具
備品 

278 65 212 

合計 2,139 172 1,966 

 （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

定している。 

    

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等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

  
１年内 30百万円

１年超 89 

合計 120 

  
１年内 484百万円

１年超 1,226 

合計 1,711 

１年内 537百万円

１年超 1,180 

合計 1,717 

 （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いる。 

    

３．支払リース料、減価償却費相当額 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、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

  

  

支払リース料 16百万円

減価償却費相当額      16 

  
支払リース料 285百万円

減価償却費相当額 177 

支払利息相当額 12 

支払リース料 127百万円

減価償却費相当額      92 

支払利息相当額       6 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

 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。 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

  ５．利息相当額の算定方法 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。 

同    左 

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はな

い。 

  



（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．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

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

計上されている保証差入有価証券（60百万円）が含まれている。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1)国債・地方債等 60 61 1 

(2)その他 － － － 

合計 60 61 1 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 681 963 281 

(2)その他 10 9 △  0 

合計 692 973 281 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

店頭売買株式を除く非上場株式 666 



当中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

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

計上されている保証差入有価証券（60百万円）が含まれている。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1)国債・地方債等 109 108 △ 1 

(2)その他 － － － 

合計 109 108 △ 1 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 963 1,553 589 

(2)その他 － － － 

合計 963 1,553 589 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 666 



前連結会計年度末（平成17年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

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

上されている保証差入有価証券（60百万円）が含まれている。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（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) 

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

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

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

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

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

  

  

  
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

(1)国債・地方債等 60 60 0 

(2)その他 － － － 

合計 60 60 0 

  取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1)株式 740 1,622 881 

(2)その他 10 10 0 

合計 750 1,632 881 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 666 



（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 

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 

     （注）当中間連結会計期間に泥土処理用土木薬剤の製造・販売を廃止した。 

  

  
化成品事業 
（百万円） 

機械事業 
（百万円） 

電子材料事
業 
（百万円） 

その他の事
業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 5,579 2,633 3,995 493 12,702 － 12,702

(2)セグメント間の内部売上高又
は振替高 

28 13 0 21 63 (63) －

計 5,608 2,647 3,995 514 12,766 (63) 12,702

営業費用 5,382 2,669 3,384 272 11,708 (68) 11,640

営業利益又は営業損失（△） 226 △22 611 241 1,057 5 1,062

  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、泥土処
理用土木薬剤、消臭・抗菌剤 

  機械事業 
掘進機、破砕関連機械、鋳鋼製品、都市ごみ・産業廃棄物処理機械、精密機械加
工、特殊スクリーン 

  電子材料事業 シリコンウェハー再生、高純度無機素材、ＩＣ用塗布材

  その他の事業 石油精製用触媒再生、不動産の売買・賃貸、生活関連品等の売買 



当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分している。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

  
化成品事業 
（百万円） 

機械事業 
（百万円） 

電子材料事
業 
（百万円） 

その他の事
業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 5,978 2,378 3,744 455 12,557 － 12,557

(2)セグメント間の内部売上高又
は振替高 

35 2 0 26 64 (64) －

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

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

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

  部門別 主な製品及び事業

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

  機械事業 
掘進機、破砕関連機械、鋳鋼製品、都市ごみ・産業廃棄物処理機械、精密機械加
工、特殊スクリーン 

  電子材料事業 シリコンウェハー再生、高純度無機素材、ＩＣ用塗布材

  その他の事業 石油精製用触媒再生、不動産の売買・賃貸、生活関連品等の売買 



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 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分している。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成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、所在地別セグメント情報の記載を省

略している。 

  

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省

略している。 

  

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、所在地別セグメント情報の記載を省

略している。 

  

  
化成品事業 
（百万円） 

機械事業 
（百万円） 

電子材料事
業 
（百万円） 

その他の事
業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 11,582 5,709 8,092 1,035 26,420 － 26,420

(2)セグメント間の内部売上高又
は振替高 

58 30 0 43 132 (132) －

計 11,641 5,739 8,093 1,078 26,553 (132) 26,420

営業費用 11,122 5,644 6,754 582 24,103 (130) 23,972

営業利益 518 95 1,338 496 2,449 (1) 2,448

  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、泥土処
理用土木薬剤、消臭・抗菌剤 

  機械事業 
掘進機、破砕関連機械、鋳鋼製品、都市ごみ・産業廃棄物処理機械、精密機械加
工、特殊スクリーン 

  電子材料事業 シリコンウェハー再生、高純度無機素材、ＩＣ用塗布材

  その他の事業 石油精製用触媒再生、不動産の売買・賃貸、生活関連品等の売買 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 （注）１．国または地域区分の方法 

地理的近接度により区分している。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア：東アジア及び東南アジア諸国 

欧 米：ヨーロッパ諸国、米国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．国または地域区分の方法 

地理的近接度により区分している。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア：東アジア及び東南アジア諸国 

欧 米：ヨーロッパ諸国、米国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１．国または地域区分の方法 

地理的近接度により区分している。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア：東アジア及び東南アジア諸国 

欧 米：ヨーロッパ諸国、米国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

  アジア 欧 米 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,208 1,076 2,284 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 12,702 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 9.5 8.5 18.0 

  アジア 欧 米 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,197 942 2,139 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 12,557 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 9.5 7.5 17.0 

  アジア 欧 米 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,624 2,271 4,896 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 26,420 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 9.9 8.6 18.5 



（１株当たり情報） 

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

  

（重要な後発事象） 

  

(2）【その他】 

 該当事項はない。 

  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成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 167円39銭

１株当たり中間純利益
金額 

8円30銭

  

１株当たり純資産額 179円13銭

１株当たり中間純利益
金額 

4円91銭

１株当たり純資産額 181円69銭

１株当たり当期純利益
金額 

17円52銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため、記載していな

い。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため、記載していな

い。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため、記載していな

い。 

  
前中間連結会計期間

（自 平成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） 576 340 1,215 

  普通株主に帰属しない金額 
 （百万円） 

－ － － 

  普通株式に係る中間（当期）純利
  益（百万円） 

576 340 1,215 

  期中平均株式数（千株） 69,368 69,343 69,361 

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） 

 当社及びラサスティール㈱（連結

子会社）は平成16年４月１日に羽犬

塚工場敷地の一部の譲渡契約に関

し、別途、物件移転補償金として対

価相当分（14億16百万円）の補償を

受ける契約を締結している。 

 この物件移転補償金のうち対価補

償金10億31百万円については特別利

益に、取得する固定資産の圧縮記帳

等にかかわる金額約８億50百万円に

ついては、特別損失に計上する予定

である。 

―――――― ―――――― 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成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   4,442  3,886 4,275  

２．受取手形   2,199  2,032 2,143  

３．売掛金   5,068  4,926 5,625  

４．たな卸資産 ※１ 3,419  3,337 2,975  

５．繰延税金資産   －  247 294  

６．その他   1,044  1,657 1,323  

貸倒引当金   △ 36  △ 37 △ 33  

流動資産合計    16,139 41.0 16,050 38.6  16,605 42.0

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 
※１ 
※２ 
※３ 

    

(1）建物   4,503  5,266 4,411  

(2) 機械及び装置   6,590  6,751 4,480  

(3）土地   4,748  4,901 4,871  

(4）建設仮勘定   198  518 1,408  

(5）その他   1,445  1,442 1,375  

有形固定資産合計    17,486 18,881  16,546 

２．無形固定資産    1,096 1,083  1,084 

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券 ※１ 2,392  3,010 3,049  

(2）繰延税金資産   236  260 56  

(3）その他   2,106  2,318 2,262  

貸倒引当金   △ 90  △ 26 △ 21  

投資その他の資産
合計 

   4,645 5,564  5,346 

固定資産合計    23,228 59.0 25,528 61.4  22,977 58.0

資産合計    39,367 100.0 41,579 100.0  39,583 100.0



    
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   2,055  1,925 1,777  

２．買掛金   1,868  2,049 2,367  

３．短期借入金 ※１ 9,687  9,748 9,887  

４．未払法人税等   379  338 932  

５．賞与引当金   392  463 426  

６．設備支払手形   815  2,168 882  

７．その他 ※４ 2,509  2,433 2,314  

流動負債合計    17,709 45.0 19,127 46.0  18,588 47.0

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金 ※１ 7,903  7,654 6,168  

２．退職給付引当金   860  1,130 1,014  

３．預り敷金 ※１ 258  258 258  

４．預り保証金 ※１ 990  999 990  

５．長期未払金   ―  55 ―  

固定負債合計    10,012 25.4 10,099 24.3  8,432 21.3

負債合計    27,722 70.4 29,226 70.3  27,021 68.3

        



  

  

    
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
（％）

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    6,230 15.8 6,230 15.0  6,230 15.7

Ⅱ 資本剰余金       

１．資本準備金   3,516  3,516 3,516  

２．その他資本剰余金   －  0 －  

資本剰余金合計    3,516 8.9 3,516 8.5  3,516 8.9

Ⅲ 利益剰余金       

１．利益準備金   447  447 447  

２．任意積立金   557  903 557  

３．中間（当期）未処
分利益 

  744  936 1,310  

利益剰余金合計    1,749 4.5 2,287 5.5  2,315 5.8

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   163 0.4 340 0.8  519 1.3

Ⅴ 自己株式    △ 15 △0.0 △ 23 △0.1  △ 19 △0.0

資本合計    11,645 29.6 12,352 29.7  12,562 31.7

負債資本合計    39,367 100.0 41,579 100.0  39,583 100.0



②【中間損益計算書】 

  

  

  次へ 

    
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    11,771 100.0 11,606 100.0  24,361 100.0

Ⅱ 売上原価    8,269 70.2 8,430 72.6  17,163 70.5

売上総利益    3,502 29.8 3,175 27.4  7,197 29.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   2,565 21.8 2,490 21.5  5,023 20.6

営業利益    937 8.0 685 5.9  2,174 8.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  103 0.9 102 0.9  194 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  176 1.5 179 1.6  363 1.5

経常利益    864 7.4 607 5.2  2,005 8.2

Ⅵ 特別利益 ※３  297 2.5 376 3.3  1,358 5.6

Ⅶ 特別損失 ※４  414 3.5 417 3.6  1,512 6.2

税引前中間(当期)
純利益 

   748 6.4 565 4.9  1,851 7.6

法人税、住民税及
び事業税 

  346  282 1,030  

法人税等調整額   △ 40 305 2.6 △ 34 247 2.1 △ 187 842 3.5

中間(当期)純利益    442 3.8 318 2.8  1,008 4.1

前期繰越利益    301 618  301 

中間(当期)未処分
利益 

   744 936  1,310 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成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）有価証券 (1）有価証券 

満期保有目的債券 満期保有目的債券 満期保有目的債券 

  …償却原価法（定額法） 同    左 同    左 

  子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

  …移動平均法による原価法 同    左 同    左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 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) 

同    左 

  

  

  

  

  

…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 時価のないもの 時価のないもの 

  …移動平均法による原価

法 

同    左 同    左 

  (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

  製品、半製品及び仕掛品 製品、半製品及び仕掛品 製品、半製品及び仕掛品 

  …移動平均法による原価法 

（ただし、機械関係 

……個別原価法） 

同    左 同    左 

  原材料・貯蔵品 原材料・貯蔵品 原材料・貯蔵品 

  …移動平均法による原価法 同    左 同    左 

  商品（販売用土地） 商品（販売用土地） 商品（販売用土地） 

  …個別原価法 同    左 同    左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

…定額法 

 ただし、三本木工場基板研

磨加工設備第三及び第四工場

棟（建物を除く）は、定率法 

である。 

 また、主な資産の耐用年数

は以下のとおりである。 

建    物  20～39年 

機械及び装置   7～12年 

…定額法 

 ただし、三本木工場基板研

磨加工設備第三、第四及び第

五工場棟（建物を除く）は、

定率法である。 

 また、主な資産の耐用年数

は以下のとおりである。 

建    物  20～39年 

機械及び装置   7～12年 

…定額法 

 ただし、三本木工場基板研

磨加工設備第三及び第四工場

棟（建物を除く）は、定率法

である。 

 また、主な資産の耐用年数

は以下のとおりである。 

建    物  20～39年 

機械及び装置   7～12年 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  …定額法 

 なお、自社利用のソフトウ

エアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づ

く定額法 

同    左 同    左 



項目 
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 (1）貸倒引当金 (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。 

同    左 同    左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当中間期の負担

額を計上している。 

同    左  従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当期の負担額を

計上している。 

  (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間期末において

発生していると認められる額を

計上している。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理している。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（15年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

とにしている。 

同    左  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き計上している。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理している。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(15年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

にしている。 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成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いる。 

同    左 同    左 

５．重要なヘッジ会計の方

法 

(1）ヘッジ会計の方法 (1）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。 

同    左 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 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  <ヘッジ手段>  <ヘッジ対象> 同    左 同    左 

  金利スワップ……借入金     

  通貨スワップ……外貨建貸付

金 

    

  (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (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。 

同    左 同    左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (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。 

同    左 同    左 

６．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項 

(1)消費税等の会計処理方法 (1)消費税等の会計処理方法 (1)消費税等の会計処理方法 

 消費税等の会計処理は、税抜

方式によっている。 

同    左 同    左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成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 

─────  当中間会計期間から「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号平成15年10月31日）を

適用している。これにより、税引

前中間純利益は105百万円減少し

ている。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控

除している。 

───── 



表示方法の変更 

  

追加情報 

  

  

  次へ 

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） 

（中間貸借対照表関係） （中間貸借対照表関係） 

設備支払手形 繰延税金資産 

 前中間会計期間末まで流動負債の「その他」に含めて

表示していた「設備支払手形」（前中間会計期間末529

百万円）は、当中間会計期間末より明瞭表示のため区分

掲記することに変更した。 

 前中間会計期間末まで流動資産の「その他」に含めて

表示していた「繰延税金資産」（前中間会計期間末210

百万円）は、当中間会計期間末より明瞭表示のため区分

掲記することに変更した。 

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） 

───── 役員退職慰労金 １．圧縮記帳関係 

  

  

  

  

 平成16年６月29日開催の取締役会におい

て、役員退職慰労金制度を平成15年６月27

日に遡り廃止することを決議し、制度廃止

日までの在任期間に対応する役員退職慰労

金について、平成17年６月29日開催の定時

株主総会において、打ち切り支給の議案が

決議された。 

 なお、打ち切り支給額の未払分（55百万

円）については、固定負債の「長期未払

金」として表示している。 

 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な

ら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。 

    (1)収用等による土地売却益及び物件移転補

償金については、当期に特別利益に計上

している。 

    (2)物件移転補償金のうち対価補償金によ

り、当期に取得した固定資産については

圧縮記帳をしている。 

 なお、圧縮記帳額は32百万円であり、

その内訳は下記のとおりである。 

    機械装置 6百万円

工具器具備品 25 

構築物 0 

合計 32 

     なお、物件移転補償金のうち対価補償

金により来期取得予定の固定資産の圧縮

記帳のために当期に固定資産圧縮特別勘

定（流動負債その他）に162百万円繰入れ

ている。 

    ２．販売用土地の所有目的の変更 

     所有目的の変更により、たな卸資産

（商品）に計上していた販売用土地144百

万円を有形固定資産の土地へ振替えてい

る。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

項目 
前中間会計期間末 

（平成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） 

注(1） 

※１ 担保資産   

  

財団組成のたな卸資
産（販売用不動産） 

  

  88百万円 88百万円 88百万円

財団組成の有形固定
資産 

  

  

建物 

機械及び装置 

土地 

その他 

計 

  

2,712百万円

3,487 

1,929 

974 

9,104 

2,658百万円

5,690

1,928

983

11,261

2,678百万円

3,312 

1,930 

928 

8,849 

その他の有形固定資
産 

  

建物 

  

829百万円 790百万円 809百万円

  

投資有価証券 

合計 

  

  225 

  10,247 

410

12,550

451 

12,198 

上記資産を下記債務
の担保に供してい
る。 

  

短期借入金 

長期借入金 

預り敷金 

預り保証金 

計 

  

  3,005百万円

  5,057 

  246 

  984 

  9,293 

2,635百万円

2,421

246

984

6,288

3,719百万円

2,731 

246 

984 

7,680 

※２ 圧縮記帳   
───── 

 固定資産について直接減額し

た圧縮記帳額は下記のとおりで

ある。 

───── 

    
機械及び装置 144百万円

その他 18 

合計 162 

※３ 有形固定資産の減価
償却累計額 

23,971百万円 23,069百万円 22,415百万円



  

項目 
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） 

※４ 消費税等に係る表示 仮払消費税等と仮受消費税等は相

殺し、流動負債の「その他」に含

め表示している。 

同    左 ─────── 

注(2）保証債務 関係会社の借入金に対し債務保証

を下記のとおり行っている。 

関係会社の借入金に対し債務保証

を下記のとおり行っている。 

関係会社の借入金に対し債務保証

を下記の通り行っている。 

    

  

ラサスティール㈱ 100百万円

㈱東北ラサ機械製
作所 

94 

ラサ晃栄㈱ 75 

計 269 

  

理盛精密科技股份
有限公司 

205百万円

ラサスティール㈱ 100 

㈱東北ラサ機械製
作所 

94 

ラサ晃栄㈱ 15 

計 414 

  

ラサスティール㈱ 100百万円

㈱東北ラサ機械製
作所 

94 

ラサ晃栄㈱ 45 

計 239 

注(3）特定融資契約 当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため、主要取引３行と貸出

コミットメント契約を締結してい

る。 

この契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次の通りで

ある。 

当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため、主要取引３行と貸出

コミットメント契約を締結してい

る。 

この契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次の通りで

ある。 

当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため、主要取引３行と貸出

コミットメント契約を締結してい

る。 

この契約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は次の通りであ

る。 

  
  
貸出コミットメン 

トの総額 

 

3,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 3,000 

貸出コミットメン 

トの総額 

 

3,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 3,000 

貸出コミットメン

トの総額 

 

3,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額 3,000 



（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成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 営業外収益の主なもの       

受取利息 7百万円 16百万円 19百万円 

※２ 営業外費用の主なもの       

支払利息 138百万円 124百万円 268百万円 

※３ 特別利益の主なもの      

投資有価証券売却益 －百万円 214百万円 97百万円 

固定資産圧縮特別勘
定戻入額 

－ 162 － 

収用に伴う補償金 213 － 1,019 

固定資産売却益 

（土地） 

84 － 84 

国庫等補助金 － － 156 

※４ 特別損失の主なもの       

固定資産圧縮損 －百万円 162百万円 32百万円 

減損損失 － 105 － 

休止鉱山鉱害対策費
用 

73 70 161 

役員退職慰労金 － 68 － 

従業員割増退職金 116 － 116 

たな卸資産処分損 91 － 321 

事業廃止損失（注） 80 － 89 

販売用不動産評価損 － － 274 

固定資産圧縮特別勘
定繰入額 

－ － 162 

収用等に伴う固定資
産除却損等 

－ － 79 



(注) 事業廃止損失は泥土処理用土木薬剤の製造・販売事業を廃止したことによるものである。 

  

  

  次へ 

項目 
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） 

（減損損失） ───── 当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループについて

減損損失を計上した。 

当社は、事業の種類を基礎と

し、賃貸用資産及び遊休資産につ

いては個別にグルーピングしてい

る。 

このうち、時価が下落した遊

休資産について帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（105百万円）として、

特別損失に計上した。 

なお、当該資産グループの回

収可能価額は正味売却価額により

測定しており、時価については原

則として不動産鑑定評価額に基づ

き算定している。 

場所 用途 種類 

岩手県 

宮古市 
遊休資産 土地 

宮城県 

刈田郡 
遊休資産 土地 

───── 

（減価償却実施額）       

有形固定資産 1,038百万円 783百万円 2,052百万円 

無形固定資産 15 23 38 



（リース取引関係） 

  

項目 
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 

１．リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

機械
装置 

3 3 0 

その
他 

168 67 101 

合計 172 71 101 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械
装置 

1,850 204 1,646

その
他 

281 86 195

合計 2,132 291 1,841

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械
装置 

1,796 62 1,734

その
他 

296 79 216

合計 2,092 141 1,951

  （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

法により算定している。 

    

  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

相当額等 

  未経過リース料中間期末残高

相当額 

２．未経過リース料期末残高相当

額 

  
  
１年以内 24百万円

１年超 76 

合計 101 

１年以内 480百万円

１年超 1,215 

合計 1,696 

１年内 532百万円

１年超 1,167 

合計 1,699 

  （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

より算定している。 

    

  ３．支払リース料及び減価償却費

相当額 

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、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

  
  

  

支払リース料 13百万円

減価償却費相
当額 

13 

支払リース料 282百万円

減価償却費相
当額 

174 

支払利息相当
額 

11 

支払リース料 122百万円

減価償却費相
当額 

87 

支払利息相当
額 

5 

  ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっている。 

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。 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっている。 



  

  

  次へ 

項目 
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） 

    ５．利息相当額の算定方法 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。 

同    左 

    （減損損失について） 

リース資産に配分された減損

損失はない。 

  



（有価証券関係） 

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

い。 

  

（重要な後発事象） 

  

  

前中間会計期間 
（自 平成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） 

 当社は、平成16年４月１日に羽犬

塚工場敷地の一部の契約に関し、別

途、物件移転補償金として対価相当

分（10億70百万円）の補償を受ける

契約を締結している。 

 この物件移転補償金のうち対価補

償金７億85百万円については特別利

益に、固定資産の圧縮記帳等にかか

わる金額約６億円については、特別

損失に計上する予定である。 

―――――― ―――――― 



(2）【その他】 

 特記すべき事項はない。 

  



第６【提出会社の参考情報】 

  

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

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

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】 

  

 該当事項はない。 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成16年12月24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家の判断を損なうような重要な虚

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

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

基準に準拠して、ラサ工業株式会社及び連結子会社の平成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 

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

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成17年12月22日

ラサ工業株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 原  真志  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小倉 邦路  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 米山 昌良  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

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

１日から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

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

る。 

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

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

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

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

基準に準拠して、ラサ工業株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間から固定資産の

減損に係る会計基準を適用している。 

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

  

以 上 

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

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成16年12月24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16年４月１日から平成17年３月31日までの第137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家の判断を損なうような重要な虚偽の表示

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

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

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

拠して、ラサ工業株式会社の平成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 

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

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成17年12月22日

ラサ工業株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 原  真志  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小倉 邦路  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 米山 昌良  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

ラサ工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第138期事業年度の中間会計期間（平成17年４月

１日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間

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

する意見を表明することにある。 

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

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

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

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

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

拠して、ラサ工業株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計

基準を適用している。 

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

  

以 上 

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

会社）が別途保管しております。 
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