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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 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おりません。

  

第一部 【企業情報】

回次 第130期中 第131期中 第132期中 第130期 第131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) 76,142 81,525 82,893 146,538 155,112

経常利益 (百万円) 4,290 4,411 4,430 7,354 7,121

中間(当期)純利益 (百万円) 2,355 2,419 2,430 3,838 3,950

純資産額 (百万円) 110,938 114,055 117,594 113,797 115,824

総資産額 (百万円) 210,677 202,807 195,569 208,141 198,863

１株当たり純資産額 (円) 753.45 777.13 803.19 771.66 790.32

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 16.00 16.43 16.60 25.32 26.12

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 (％) 52.7 56.2 60.1 54.7 58.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,246 2,277 2,045 7,903 5,120

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,328 △4,099 △1,925 △8,190 △6,185

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △9,490 △13,216 △12,552 △9,393 △14,327

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 54,381 38,254 25,468 53,273 37,900

従業員数 (名) 5,321 5,447 5,480 5,518 5,597



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」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。 

３ 第130期の１株当たり配当額13円には、特別配当３円を含んでおります。 

４ 第131期の１株当たり配当額13円には、特別配当３円を含んでおります。 

  

回次 第130期中 第131期中 第132期中 第130期 第131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) 76,142 81,522 82,891 146,535 155,106

経常利益 (百万円) 4,136 4,316 4,320 7,220 7,022

中間(当期)純利益 (百万円) 2,268 2,356 2,390 3,775 3,942

資本金 (百万円) 26,356 26,356 26,356 26,356 26,356

発行済株式総数 (千株) 147,874 147,874 147,874 147,874 147,874

純資産額 (百万円) 108,269 111,392 115,252 111,148 113,527

総資産額 (百万円) 205,604 197,503 191,855 202,973 195,647

１株当たり中間 
(年間)配当額

(円) ― ― ― 13.00 13.00

自己資本比率 (％) 52.7 56.4 60.1 54.8 58.0

従業員数 (名) 4,611 4,710 4,949 4,804 5,062



２ 【事業の内容】 

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

要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

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 

平成17年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 事業部門に関連付けて区分することが困難なため、全社合計を記載しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

平成17年９月30日現在の当社とシルバー工業㈱・日本フリット㈱の労働組合員数は4,601名でありま

す。 

なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

事業部門 従業員数(名)

全社 5,480

従業員数(名) 4,949



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、企業収益の改善や設備投資の増加、さらに雇用情勢の改

善を受けた個人消費の回復など民需主導での緩やかな景気回復基調にあるものの、原油をはじめとする

各種資材の高騰など依然として懸念材料の残る状況が続いております。 

 住宅市場におきましては、貸家と分譲住宅が牽引役となり新設住宅着工戸数全体を押し上げたもの

の、持家着工数は大きく落ち込んでおり、またリフォーム需要においても力強さを欠いた弱含みの状況

にて推移しております。 

 このような状況のなかで、当社は新築需要・リフォーム需要の獲得による売上確保を図るべく『ホー

ロー・フリーサイズ・機能性の向上』をキーワードに当社独自のホーロー技術を生かした商品開発を積

極的に進め、厳しい価格競争のなかでも、適正利益が確保できる販売政策を執ってまいりました。 

 販売体制に関しましても、営業力のより一層の充実を図るため、営業拠点数の増設を行うとともに、

全国168ヶ所に展開しておりますショールームにつきましても、お客様に幅広い商品提案ができるよう

地域に密着した再配置を進めてまいりました。また、運営面でも、リフォーム相談会や代理店・販売店

との合同展示会等、ショールームを活用した積極的な販促活動を行ってまいりました。 

 また、全国37ヶ所の研修センターでは、代理店・販売店・工務店とともに新商品を中心とした施工

力・提案力・販売力の向上を目的とした研修会を継続的に実施しております。 

 コスト面におきましても、原材料の値上がりを吸収すべく、生産効率の向上や製造経費の削減、諸費

用の削減に取り組み収益の改善に努めてまいりました。 

 これらの諸施策の推進により、連結売上高につきましては828億９千３百万円（前年中間期比1.7%

増）、経常利益は44億３千万円（前年中間期比0.4%増）、中間純利益は24億３千万円（前年中間期比

0.5%増）となりました。 

  

部門別の状況は次のとおりであります。 

ａ 厨房部門 

厨房部門では、高級クラスのホーローシステムキッチン「レミュー」やボリュームゾーンのホー

ローシステムキッチン「エーデル」・「エマーユアルファ」が厳しい市場環境にもかかわらず前年

と同水準を維持し、また、当社独自の商品である「七宝引手」や高品位ホーローの「キッチンパネ

ル」、機能性や使い勝手を追求した「シンク下食器洗い乾燥機」・「アイラック」・「ガラストッ

プガスコンロ」・「ＩＨヒーター」・「清水器」等が順調に販売台数を伸ばしたことから、売上高

は485億９千２百万円（前年中間期比2.4％増）となっております。 

  



ｂ 洗面部門 

洗面部門では、ホーロー洗面化粧台の高級クラスの「エリーナ」・「アルファージュ」、中級ク

ラスの「セレンティ」および普及クラスの「スーリア」が順調に販売台数を伸ばしましたが、一方

でマンション物件では厳しい価格競争の影響を受けたことから、売上高は83億１千４百万円（前年

中間期比0.4％増）となっております。 

  

ｃ 浴槽部門 

浴槽部門では、最高級クラスの鋳物ホーローシステムバス「プレデンシア」、普及クラスの「ミ

ーナ」およびマンションリフォーム向けの「伸びの美浴室」・「広ろ美ろ浴室」が販売台数を伸ば

したことから、売上高は207億３千８百万円（前年中間期比0.7％増）となっております。 

 また、一般戸建てリフォームに最適な「フリーサイズシステムバス」は間口・奥行共のフリーサ

イズ対応により、浴室にピッタリ合わせたサイズが選べるシステムバスとして順調に販売台数を伸

ばしております。  

  

ｄ 燃焼部門 

燃焼部門では、給湯機とシステムバスとの総合販売に努めた結果、「電気温水器」・「エコキュ

ート」が販売台数を伸ばしたことから、売上高は13億８千３百万円（前年中間期比2.4％増）とな

っております。 

  

(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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、短期借

入金の返済、社債償還などにより、前連結会計年度末に比べ124億３千２百万円減少し、254億６千８百

万円となりました。 

  

(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ける営業活動による資金の増加は、20億４千５百万円（前年中間期と比べ２

億３千１百万円減）となりました。これは、税金等調整前中間純利益は42億３千万円、減価償却費は21

億５千１百万円となり、一方法人税等の支払19億７百万円のほか、売上債権・たな卸資産・仕入債務の

増加があったことなどによるものであります。 

  

(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ける投資活動による資金の支出は、19億２千５百万円（前年中間期と比べ21

億７千４百万円減）となりました。これは主に販売体制の強化策として営業・物流拠点の拡充及び生産

部門における合理化投資など有形固定資産を取得したことによる支出であります。 

  

(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ける財務活動の資金収支は短期借入金を58億５千万円返済したことおよび社

債償還による支出50億円が大きく、125億５千２百万円の減少（前年中間期と比べ６億６千４百万円

減）となりました。 

  



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における生産実績を製品部門別に示すと、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 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当社グループは見込み生産を主体としておりますので受注実績の記載は省略しております。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を製品部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に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、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

製品部門別 生産高(百万円) 前年中間期比(％)

厨房機器 35,329 +0.2

洗面機器 6,726 +1.5

浴槽機器 11,038 +1.4

燃焼機器 1,101 +5.4

その他 3,234 +4.1

合計 57,430 +0.9

製品部門別 販売高(百万円) 前年中間期比(％)

厨房機器 48,592 +2.4

洗面機器 8,314 +0.4

浴槽機器 20,738 +0.7

燃焼機器 1,383 +2.4

その他 3,864 +0.3

合計 82,893 +1.7



５ 【研究開発活動】 

当社グループは住宅関連機器の総合メーカーとして、多様化する顧客のニーズを的確に捉えた商品を開

発するため、当社グループ間での連携を強化しながら研究開発に取り組んでおります。また一方では基礎

的研究にも力を注ぎ、長期的な研究開発にも取り組んでおります。 

 当中間連結会計期間は貸家と分譲住宅が牽引役となり新設住宅着工戸数全体を押し上げたものの、持家

着工数は大きく落ち込んでおり、またリフォーム需要においても力強さを欠いた弱含みの状況にて推移し

ておりますが、当社グループにおいては各商品群で積極的な新商品開発を行なうとともに、独自のホーロ

ー技術を核とした高付加価値商品の開発を通じて商品力の強化をはかってまいりました。 

 厨房部門におきましては、システムキッチン「ニューエマーユ」「リテラ」の両シリーズで、新たに研

究開発したホーロー加飾手法として、それぞれ「シルキー調」「パール調」を適用し、ホーロー特有の高

質感を出しております。また「リテラ」では、これまでと違ったイメージの七宝引手を開発してシステム

キッチンのシリーズにデザイン上の広がりを持たせ、幅広いニーズに対応できるようにいたしました。さ

らにこの両シリーズにも、「レミュー」ですでに発売済みで好評のフラット対面カウンタータイプの追加

設定を行なっております。昨年発売の「アイラック」では、これまでのものに大間口の機種を追加するこ

とで、さらに使いやすく価格面でもお求めやすい構成ができるようになりました。 

 ガス調理器では、これまでのガラストップに置きかえて当社のホーロー技術の新たな適用として「ハイ

パーガラスコートトップ」を開発し、デザイン、価格の両面で優位性を出して競争力を高めております。

 洗面部門におきましては、「アルファージュ」を見直し、アクリル人造大理石でボウルを一体成形した

カウンターを適用いたしました。このカウンターはこれまでのような継目がなく、美観、清掃性で大きく

改良されております。従来のホーローボウルは総合的には優位性はあり、基本的には継続いたしますが、

一方では商品によってはこのボウル一体成形カウンターが価値を高める場合もあり、今後もバランスをと

って展開していく所存であります。また洗面全体のオプションの充実として、脱衣室での冬場の寒さ、夏

場の暑さを解消して快適さを確保するための「暖房涼風機」を開発いたしました。このように洗面化粧台

のみならず、周辺機器も併せて充実させることで広がっていくユーザーニーズに対応してまいります。 

 浴槽部門では、システムバスの各シリーズで浴槽カラー、壁パネルアート模様の見直しを実施して明る

い雰囲気の浴室空間をつくるとともに、一方では当社独自のホーロー壁パネルを利用したマグネット小物

を充実させてユーザーの利便性も高めております。さらにはシステムバスに求められるリラクゼーション

の充実として、天井部分に調光照明をオプション設定するなど商品力を高めてまいりました。 

 給湯部門におきましては、昨年発売の「エコキュート」で大容量機種の追加を行い、市場にさらに浸透

させるべく準備を整えております。 

 当社グループ独自のホーロー技術開発につきましては、上記のように種々の商品で展開を行なっており

ますが、今後とも当社グループの最重要中核技術として引き続き基礎研究から応用技術開発まで鋭意努力

し、その成果を順次新規商品に展開していく所存であります。 

 また新しい視点での技術開発やデザイン研究など、将来に向けて積極的な蓄積を行なうべく、大学や外

部機関との共同研究もこれまで以上に活発に行なっていく所存であります。 

 当中間連結会計期間において支出した研究開発費の総額は６億７千万円であります。なお、研究開発費

は製品部門別に関連付けて区分することが困難なため、総額にて記載しております。 

  

  

  



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ありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

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、除却等につい

て、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、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。 

  



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】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

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 147,874,388 同左

大阪証券取引所
(市場第一部) 
東京証券取引所 
(市場第一部)

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

計 147,874,388 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 
から 

平成17年９月30日
― 147,874 ― 26,356 ― 30,719



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

 
(注) １ 投資顧問会社シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッドから、平成17年９月30日

付で提出された証券取引法第27条の25第１項に基づく変更報告書により、平成17年９月23日現在で11,310千

株を保有している旨の報告を受けておりますが、名義書換がなく当社としては平成17年９月30日現在におけ

る所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。 

  なお、投資顧問会社シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッドの変更報告書の内

容は次のとおりであります。 

   
２ 銀行等保有株式取得機構から、平成17年４月15日付で提出された証券取引法第27条の26第２項に基づく変更

報告書により、平成17年３月31日現在で10,614千株を保有している旨の報告を受けておりますが、名義書換

がなく当社としては平成17年９月30日現在における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含

めておりません。 

  なお、銀行等保有株式取得機構の変更報告書の内容は次のとおりであります。 

 
  

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㈱ (信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 14,259 9.64

タカラベルモント㈱ 大阪市中央区東心斎橋２丁目１番１号 13,185 8.92

タカラスタンダード持株会 大阪市城東区鴫野東１丁目２番１号 13,146 8.89

ノーザン トラスト カンパニー
(エイブイエフシー)サブ
アカウント アメリカン 
クライアント
(常任代理人 香港上海銀行)

50 BANK STREET CANARY WHART LONDON 
E14 5NT,UK

(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)
7,786 5.27

㈱みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 7,295 4.93

㈱横浜銀行 横浜市西区みなとみらい３丁目１番１号 5,446 3.68

タカラスタンダード 
社員持株会

大阪市城東区鴫野東１丁目２番１号 5,376 3.64

日本生命保険(相) 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 4,005 2.71

㈱常陽銀行 茨城県水戸市南町２丁目５番５号 3,240 2.19

朝日火災海上保険㈱ 東京都千代田区鍛冶町２丁目６番２号 3,147 2.13

計 ― 76,886 51.99

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

シルチェスター・インタ
ーナショナル・インベス
ターズ・リミテッド

英国ロンドン ダブリュー１ジェイ ６テ
ィーエル、ブルトン ストリート１、タ
イム アンド ライフ ビル５階

11,310 7.65

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(％)

銀行等保有株式取得機構 東京都中央区新川２丁目28番１号 10,614 7.18



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 
 

(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。 

２ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株主名簿上は当社の子会社である丸共建材株式会社名義と

なっておりますが、実質的に所有していない株式が70,000株含まれております。但し、議決権の数には当該

株式に係る議決権の数70個は含めておりません。 

３ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式766株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 株主名簿上は当社の子会社である丸共建材株式会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

70,000株あります。 

なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。 

  

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。 

  

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

1,464,000
―

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

146,006,000
145,936 同上

単元未満株式
普通株式

404,388
― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 147,874,388 ― ―

総株主の議決権 ― 145,936 ―

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)
タカラスタンダード株式会社

大阪市城東区鴫野東 
１丁目２番１号

1,464,000 ― 1,464,000 0.99

計 ― 1,464,000 ― 1,464,000 0.99

月別
平成17年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 701 697 699 721 719 740

最低(円) 662 656 670 671 652 685



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の役員の異動は、次のとおりであ

ります。 

  

役職の異動 

  

 
  

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役 
(営業担当)

常務取締役
(大阪支社長兼特販部長)

永 瀬 悦 男 平成17年12月12日

常務取締役 
(営業担当)

常務取締役
(営業担当兼商品事業担当)

野 田 播 磨

平成17年７月１日

常務取締役 
(社長付)

常務取締役
(営業担当)

平成17年12月12日

取締役 
（管理部長兼経理担当、 
  財務担当、業務担当）

取締役       
（管理部長兼経理担当、 

財務担当）
中 嶋 新太郎 平成17年12月13日



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。 

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。 

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、近畿第一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 
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 38,254 25,468 37,900

 ２ 受取手形及び売掛金 ※２ 48,027 51,133 45,094

 ３ たな卸資産 18,132 17,654 17,132

 ４ 繰延税金資産 836 916 828

 ５ その他 2,160 2,432 1,872

   貸倒引当金 △323 △283 △222

   流動資産合計 107,086 52.8 97,322 49.8 102,606 51.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 31,661 30,679 31,176

  (2) 機械装置 
    及び運搬具

6,924 6,694 6,776

  (3) 土地 36,282 36,435 36,450

  (4) 建設仮勘定 181 337 422

  (5) その他 3,343 78,394 3,325 77,472 3,199 78,026

 ２ 無形固定資産 878 987 877

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 12,941 15,551 13,285

  (2) 長期貸付金 674 631 656

  (3) その他 2,834 3,612 3,413

    貸倒引当金 △1 16,448 △6 19,787 △1 17,353

   固定資産合計 95,721 47.2 98,247 50.2 96,257 48.4

   資産合計 202,807 100.0 195,569 100.0 198,863 100.0 



 
  

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 
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 32,622 32,271 28,033

 ２ 短期借入金 6,050 200 6,050

 ３ 一年以内償還予定 
   社債

5,000 5,000 5,000

 ４ 未払法人税等 2,362 2,255 2,025

 ５ その他 8,286 8,289 8,103

   流動負債合計 54,320 26.8 48,016 24.6 49,212 24.8

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 10,000 5,000 10,000

 ２ 長期借入金 13,700 13,000 12,800

 ３ 繰延税金負債 881 1,556 901

 ４ 再評価に係る 
   繰延税金負債

756 756 756

 ５ 退職給付引当金 9,053 9,623 9,336

 ６ 連結調整勘定 40 21 32

   固定負債合計 34,431 17.0 29,958 15.3 33,825 17.0

   負債合計 88,752 43.8 77,975 39.9 83,038 41.8

(少数株主持分)

  少数株主持分 ― ― ― ― ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 26,356 13.0 26,356 13.5 26,356 13.2

Ⅱ 資本剰余金 30,720 15.1 30,736 15.7 30,736 15.5

Ⅲ 利益剰余金 53,066 26.2 54,999 28.1 54,581 27.4

Ⅳ 土地再評価差額金 1,134 0.5 1,134 0.6 1,134 0.6

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金

3,393 1.7 5,212 2.6 3,855 1.9

Ⅵ 自己株式 △615 △0.3 △844 △0.4 △840 △0.4

   資本合計 114,055 56.2 117,594 60.1 115,824 58.2

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

202,807 100.0 195,569 100.0 198,863 100.0 



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
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 81,525 100.0 82,893 100.0 155,112 100.0 

Ⅱ 売上原価 51,141 62.7 53,293 64.3 97,290 62.7

   売上総利益 30,384 37.3 29,599 35.7 57,822 37.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 25,813 31.7 25,023 30.2 50,633 32.7

   営業利益 4,571 5.6 4,575 5.5 7,189 4.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 13 16 24

 ２ 受取配当金 84 103 111

 ３ 連結調整勘定償却額 8 7 16

 ４ その他 183 289 0.4 218 345 0.4 644 796 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 111 80 309

 ２ その他 338 449 0.6 409 490 0.6 553 863 0.5

   経常利益 4,411 5.4 4,430 5.3 7,121 4.6

Ⅵ 特別利益 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※２ 48 199 328

 ２ ゴルフ会員権評価損 ― 48 0.0 ― 199 0.2 41 370 0.2

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

4,363 5.4 4,230 5.1 6,751 4.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

2,219 2,136 3,396

   法人税等調整額 △275 1,943 2.4 △336 1,800 2.2 △595 2,800 1.9

   中間(当期)純利益 2,419 3.0 2,430 2.9 3,950 2.5



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
(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 30,720 30,736 30,720

Ⅱ 資本剰余金増加高

   自己株式処分差益 0 0 0 0 15 15

Ⅲ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高

30,720 30,736 30,736

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 52,723 54,581 52,723

Ⅱ 利益剰余金増加高

   中間(当期)純利益 2,419 2,419 2,430 2,430 3,950 3,950

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 1,916 1,903 1,916

 ２ 取締役賞与金 110 110 110

 ３ 連結子会社の決算期変更 
   による減少高

51 ― 51

 ４ 連結子会社の異動による 
   減少高

― 2,077 ― 2,013 15 2,092

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高

53,066 54,999 54,581



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
(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)純利益

4,363 4,230 6,751

 ２ 減価償却費 2,191 2,151 4,748

 ３ 連結調整勘定償却額 △ 8 △ 7 △ 16

 ４ 貸倒引当金の増加・減少額 9 66 △ 91

 ５ 退職給付引当金の増加額 296 287 579

 ６ 受取利息及び受取配当金 △ 97 △ 119 △ 135

 ７ 支払利息 111 80 309

 ８ 有形固定資産除却損 48 199 328

 ９ 売上債権の増加額 △ 5,903 △ 6,922 △ 2,113

 10 たな卸資産の増加額 △ 2,458 △ 521 △ 1,458

 11 仕入債務の増加額 6,127 4,308 1,339

 12 その他 △ 466 166 △ 1,547

    小計 4,215 3,921 8,694

 13 利息及び配当金の受取額 98 129 135

 14 利息の支払額 △ 110 △ 97 △ 309

 15 法人税等の支払額 △ 1,925 △ 1,907 △ 3,399

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

2,277 2,045 5,120

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 投資有価証券の取得 
   による支出

△ 7 △ 80 △ 29

 ２ 投資有価証券の売却 
   による収入

― 111 946

 ３ 有形固定資産 
   の取得による支出

△ 3,440 △ 1,761 △ 5,568

 ４ 有形固定資産 
   の売却による収入

― 33 18

 ５ 無形固定資産 
   の取得による支出

△ 212 △ 247 △ 354

 ６ 貸付による支出 △ 647 △ 555 △ 771

 ７ 貸付金の回収による収入 588 804 607

 ８ その他 △ 379 △ 229 △ 1,032

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 4,099 △ 1,925 △ 6,185



 
  

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)

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 
      返済による支出

△10,950 △5,850 △10,950

 ２ 長期借入れによる収入 ― 200 ―

 ３ 長期借入金の 
      返済による支出

― ― △900

 ４ 社債償還による支出 ― △5,000 ―

 ５ 自己株式の取得による支出 △ 361 △5 △614

 ６ 自己株式の処分による収入 1 1 45

 ７ 配当金の支払額 △ 1,906 △1,898 △1,908

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 13,216 △12,552 △14,327

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △ 15,038 △12,432 △15,392

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

53,273 37,900 53,273

Ⅵ 連結子会社決算期変更に伴う 
  現金及び現金同等物の増加額

19 ― 19

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

38,254 25,468 37,900



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

  子会社のうちタカラホーロー

㈱、シルバー工業㈱、日本フリ

ット㈱の３社を連結の範囲に含

めております。

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社

   子会社のうちシルバー工業㈱、

日本フリット㈱の２社を連結の

範囲に含めております。

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社

  子会社のうちシルバー工業㈱、

日本フリット㈱の２社を連結の

範囲に含めております。

  タカラホーロー㈱は当連結会計

年度において吸収合併したた

め、連結の範囲から除外してお

ります。

(2) 非連結子会社

  連結の範囲から除外した子会社

は大阪タカラ販売㈱他７社であ

ります。

  これらの非連結子会社はいずれ

も小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益及び

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さないた

め、連結の範囲より除外してお

ります。

(2) 非連結子会社

  連結の範囲から除外した子会社

は大阪タカラ販売㈱他８社であ

ります。

  これらの非連結子会社はいずれ

も小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益及び

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さないた

め、連結の範囲より除外してお

ります。

(2) 非連結子会社

  連結の範囲から除外した子会社

は大阪タカラ販売㈱他８社であ

ります。

  これらの非連結子会社はいずれ

も小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、当期純損益及び

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

要な影響を及ぼさないため、連

結の範囲より除外しておりま

す。

２ 持分法の適用に関する事項

  非連結子会社８社については、

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、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用の範囲

より除外しております。

２ 持分法の適用に関する事項

  非連結子会社９社については、

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、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用の範囲

より除外しております。

２ 持分法の適用に関する事項

  非連結子会社９社については、

いずれも当期純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用の範囲

より除外しております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  連結子会社の日本フリット㈱の

中間決算日は中間連結決算日と

一致しております。

  また、連結子会社のシルバー工

業㈱は決算日を12月31日から３

月31日に変更しましたので、当

中間連結会計期間より中間決算

日は中間連結決算日と一致して

おります。さらに、連結子会社

のタカラホーロー㈱の中間決算

日は10月31日でありますが、同

社については中間連結決算日９

月30日現在で実施した仮決算に

よる中間財務諸表を使用してお

ります。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  連結子会社の中間決算日と中間

連結決算日は一致しておりま

す。

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

  連結子会社の日本フリット㈱の

決算日は連結決算日と一致して

おります。

  また、連結子会社のシルバー工

業㈱は決算日を12月31日から３

月31日に変更しましたので、当

連結会計年度より決算日は連結

決算日と一致しており、同社の

当連結会計年度の決算期間は平

成16年４月１日から平成17年３

月31日の12ヶ月であります。



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)

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 たな卸資産

  製品、商品、半製品及び仕掛品

は総平均法に基づく原価法、原

材料及び貯蔵品は移動平均法に

基づく低価法によっておりま

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 たな卸資産

同左

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

 ① たな卸資産

同左

 ② 有価証券

 ａ 子会社株式

  移動平均法に基づく原価法によ

っております。

 ② 有価証券

 ａ 子会社株式

同左

 ② 有価証券

 ａ 子会社株式

同左

 ｂ その他有価証券

  時価のあるものについては中間

期末前１ヶ月の市場価格の平均

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)、時価のないものについて

は移動平均法に基づく原価法に

よっております。

 ｂ その他有価証券

同左

 ｂ その他有価証券

  時価のあるものについては期末

前１ヶ月の市場価格の平均に基

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)、

時価のないものについては移動

平均法に基づく原価法によって

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

  建物は定額法、建物以外につい

ては定率法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び 
構築物

７～50年

機械装置 
及び運搬具

４～13年

(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

 ② 無形固定資産

  定額法によっております。

  なお、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) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等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。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

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)

 ② 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、会計基準変更時差異

(2,845百万円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。

  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おり

ます。

 ② 退職給付引当金

同左

 ② 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、会計基準変更時差異

(2,845百万円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。

  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おり

ます。

(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

ております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

  消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。

(5) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

(5) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

  手許現金、要求払預金及び容易

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

内に満期日の到来する短期的な

投資からなっております。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左

  



会計処理の変更 

  

 
  

追加情報 

  

 
  

前中間連結会計期間
(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」(企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。

―

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)

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」(平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号)に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上してお

ります。

― 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当連結会計年度から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

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 有形固定資産減価償却累計額

72,898百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

75,482百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

74,665百万円

※２ 受取手形割引高 4百万円 ※２ 受取手形割引高 3百万円 ※２ 受取手形割引高 3百万円

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)

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な項目及び金額は次のとおりで

あります。

  販売費及び一般管理費

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な項目及び金額は次のとおりで

あります。

  販売費及び一般管理費

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な項目及び金額は次のとおりで

あります。

  販売費及び一般管理費

給料賃金 7,684百万円

退職給付 
引当金繰入額

470

運賃及び 
保管荷役料

4,422

貸倒引当金 
繰入額

9

給料賃金 7,307百万円

退職給付
引当金繰入額

497

運賃及び
保管荷役料

4,268

貸倒引当金
繰入額

66

給料賃金 15,355百万円

退職給付
引当金繰入額

938

運賃及び
保管荷役料

8,929

貸倒引当金
繰入額

△90

※２ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 2百万円

機械装置 4

その他 41

計 48

※２ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 16百万円

機械装置 60

その他 122

計 199

※２ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 26百万円

機械装置 97

その他 205

計 328

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

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 38,254百万円

預入期間が３ヵ月を 
超える定期預金

―

現金及び現金同等物 38,254
 

現金及び預金勘定 25,468百万円

預入期間が３ヵ月を
超える定期預金

―

現金及び現金同等物 25,468
 

現金及び預金勘定 37,900百万円

預入期間が３ヵ月を 
超える定期預金

―

現金及び現金同等物 37,900



(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) その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

(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) その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

(2) 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

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)

株式 6,371 12,027 5,656

計 6,371 12,027 5,656

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

子会社株式 655

その他有価証券

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 258

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)

株式 5,935 14,622 8,686

計 5,935 14,622 8,686

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

子会社株式 669

その他有価証券

 非上場株式 259



前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

(2) 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

(デリバティブ取引関係) 

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)及び前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

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)

株式 5,929 12,356 6,426

計 5,929 12,356 6,426

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

子会社株式 669

その他有価証券

 非上場株式 259



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

「住宅設備関連事業」の売上高、営業利益が全セグメントの売上高、営業利益の90％を超えており

ますので、事業の種類別セグメント情報の開示を省略しております。 

なお、事業の種類別セグメントに関連して記載する生産実績や販売実績などの項目については、生

産品目を、「厨房機器」「洗面機器」「浴槽機器」「燃焼機器」「その他」の５部門に分類して記載

しております。 

  

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

本邦以外の国又は地域には連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

【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)、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)及び前連結会計年度(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。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

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 777円13銭 １株当たり純資産額 803円19銭 １株当たり純資産額 790円32銭

１株当たり中間純利益 16円43銭 １株当たり中間純利益 16円60銭 １株当たり当期純利益 26円12銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

１株当たり中間純利益の算定上の基礎
 中間連結損益計算書上の中間純利益

2,419百万円
 普通株式に係る中間純利益

2,419百万円
 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  該当事項はありません。
 普通株式の期中平均株式数

147,298千株

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

１株当たり中間純利益の算定上の基礎
 中間連結損益計算書上の中間純利益

2,430百万円
 普通株式に係る中間純利益

2,430百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  該当事項はありません。
 普通株式の期中平均株式数

146,412千株

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎
 連結損益計算書上の当期純利益

3,950百万円
 普通株式に係る当期純利益

3,840百万円
 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  利益処分による取締役賞与金
110百万円

 普通株式の期中平均株式数
147,046千株



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 
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 38,225 25,437 37,875

 ２ 受取手形 ※２ 28,039 28,198 27,171

 ３ 売掛金 19,900 22,895 17,880

 ４ たな卸資産 16,576 16,333 15,736

 ５ その他 4,151 4,666 4,553

   貸倒引当金 △324 △288 △227

   流動資産合計 106,567 54.0 97,243 50.7 102,989 52.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 28,563 28,532 29,012

  (2) 機械装置 4,517 4,903 5,005

  (3) 土地 33,044 33,914 33,930

  (4) その他 3,297 3,526 3,443

     計 69,422 70,877 71,390

 ２ 無形固定資産 807 958 842

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 15,541 18,155 15,893

  (2) 長期貸付金 2,356 1,037 1,141

  (3) その他 2,814 3,591 3,392

    貸倒引当金 △6 △8 △2

     計 20,705 22,776 20,424

   固定資産合計 90,935 46.0 94,612 49.3 92,657 47.4

   資産合計 197,503 100.0 191,855 100.0 195,647 100.0 



 
  

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 
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 19,257 19,043 17,089

 ２ 買掛金 12,687 13,231 11,047

 ３ 短期借入金 6,050 200 6,050

 ４ 一年以内償還予定 
   社債

5,000 5,000 5,000

 ５ 未払法人税等 2,213 2,111 2,021

 ６ その他 ※３ 7,403 7,686 7,734  

   流動負債合計 52,610 26.6 47,272 24.6 48,943 25.0

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 10,000 5,000 10,000

 ２ 長期借入金 13,700 13,000 12,800

 ３ 繰延税金負債 1,030 1,621 956

 ４ 再評価に係る 
   繰延税金負債

756 756 756

 ５ 退職給付引当金 8,012 8,952 8,664

   固定負債合計 33,499 17.0 29,330 15.3 33,176 17.0

   負債合計 86,110 43.6 76,603 39.9 82,119 42.0

(資本の部)

Ⅰ 資本金 26,356 13.3 26,356 13.7 26,356 13.5

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 30,719 30,719 30,719

 ２ その他資本剰余金 0 1 1

   資本剰余金合計 30,720 15.6 30,721 16.0 30,720 15.7

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 2,962 2,962 2,962

 ２ 任意積立金 42,210 42,408 42,495

 ３ 中間(当期) 
   未処分利益

5,211 7,310 6,846

   利益剰余金合計 50,383 25.5 52,680 27.5 52,303 26.7

Ⅳ 土地再評価差額金 1,134 0.6 1,134 0.6 1,134 0.6

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金

3,387 1.7 5,204 2.7 3,851 1.9

Ⅵ 自己株式 △590 △0.3 △844 △0.4 △840 △0.4

   資本合計 111,392 56.4 115,252 60.1 113,527 58.0

   負債資本合計 197,503 100.0 191,855 100.0 195,647 100.0 



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
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 81,522 100.0 82,891 100.0 155,106 100.0 

Ⅱ 売上原価 52,363 64.2 54,322 65.5 99,406 64.1

   売上総利益 29,158 35.8 28,569 34.5 55,700 35.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 24,746 30.4 24,141 29.2 48,741 31.4

   営業利益 4,412 5.4 4,427 5.3 6,958 4.5

Ⅳ 営業外収益 ※１ 286 0.4 351 0.4 842 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２ 382 0.5 458 0.5 778 0.5

   経常利益 4,316 5.3 4,320 5.2 7,022 4.5

Ⅵ 特別利益 ― ― ― ― ― ―

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※３ 48 152 252

 ２ ゴルフ会員権評価損 ― 48 0.1 ― 152 0.2 41 294 0.2

   税引前中間(当期) 
   純利益

4,268 5.2 4,167 5.0 6,728 4.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

2,100 2,000 3,370

   法人税等調整額 △188 1,911 2.3 △222 1,777 2.1 △584 2,785 1.8

   中間(当期)純利益 2,356 2.9 2,390 2.9 3,942 2.5

   前期繰越利益 2,855 4,920 2,855

   合併引継未処分利益 ― ― 48

   中間(当期) 
   未処分利益

5,211 7,310 6,846



中間財務諸表作成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) たな卸資産

  製品、商品、半製品及び仕掛品

は総平均法に基づく原価法、原

材料及び貯蔵品は移動平均法に

基づく低価法によっておりま

す。

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

同左

(2) 有価証券

 ① 子会社株式

  移動平均法に基づく原価法によ

っております。

(2) 有価証券

 ① 子会社株式

同左

(2) 有価証券

 ① 子会社株式

同左

 ② その他有価証券

  時価のあるものについては中間

期末前１ヶ月の市場価格の平均

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)、時価のないものについて

は移動平均法に基づく原価法に

よっております。

 ② その他有価証券

同左

 ② その他有価証券

  時価のあるものについては期末

前１ヶ月の市場価格の平均に基

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)、

時価のないものについては移動

平均法に基づく原価法によって

おります。

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

  建物は定額法、建物以外につい

ては定率法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び 
構築物

７～50年

機械装置 ４～13年

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

  定額法によっております。

  なお、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 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等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。

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左



 
  

会計処理の変更 
  

 
  

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)

(2) 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。

  なお、会計基準変更時差異

(2,468百万円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。

  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(12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しておりま

す。

(2) 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。

  なお、会計基準変更時差異

(2,624百万円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。

  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(12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しておりま

す。

(2) 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。

  なお、会計基準変更時差異

(2,624百万円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。

  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(12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しておりま

す。

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。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左

５ その他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

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。

５ その他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

同左

５ その他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

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)

― (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

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号)を適

用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。

― 



追加情報 
  

 
  

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(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)

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。

― 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」(平成16年２月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。

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

58,431百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

62,844百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

61,910百万円

※２ 受取手形割引高 4百万円 ※２ 受取手形割引高 3百万円 ※２ 受取手形割引高 3百万円

※３ 消費税等の取扱い

   仮受消費税等と仮払消費税等

は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示して

おります。

※３ 消費税等の取扱い

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)

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 41百万円

受取配当金 83百万円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 39百万円

受取配当金 103百万円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 79百万円

受取配当金 109百万円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 111百万円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 80百万円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 309百万円

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 2百万円

機械装置 4

その他 41

計 48

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 16百万円

機械装置 29

その他 106

計 152

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 20百万円

機械装置 33

その他 199

計 252

４ 減価償却実施額

有形固定資産 1,705百万円

無形固定資産 90百万円

４ 減価償却実施額

有形固定資産 1,717百万円

無形固定資産 121百万円

４ 減価償却実施額

有形固定資産 3,667百万円

無形固定資産 191百万円



(有価証券関係) 

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)及び前事業年度末(平

成17年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(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。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



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131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日に関東財務局

長に提出 

  

(2) 訂正発行登録書 

平成17年６月29日に関東財務局長に提出 

  

(3) 自己株券買付状況報告書 

平成17年４月12日、平成17年５月12日、平成17年６月14日、平成17年７月14日に関東財務局長に提出 

  

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成16年12月17日

タカラスタンダード株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

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

ているタカラスタンダード株式会社の平成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、タカラスタンダード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 

  

  

  

 
  

近畿第一監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  藤  田  陸 奥 麿  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  井  清  明  ㊞

※ 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16日

タカラスタンダード株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

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

ているタカラスタンダード株式会社の平成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、タカラスタンダード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 

  

  

  

 
  

近畿第一監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  藤  田  陸 奥 麿  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  井  清  明  ㊞

※ 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17日

タカラスタンダード株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

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

ているタカラスタンダード株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第131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、タカラスタンダード株式会社の平成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 

  

  

  

 
  

近畿第一監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  藤  田  陸 奥 麿  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  井  清  明  ㊞

※ 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16日

タカラスタンダード株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

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

ているタカラスタンダード株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第132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、タカラスタンダード株式会社の平成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 

  

  

  

 
  

近畿第一監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  藤  田  陸 奥 麿  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  井  清  明  ㊞

※ 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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