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第一部【企業情報】 

  

第１【企業の概況】 

  

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第81期中 第82期中 第83期中 第81期 第82期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

(1）連結経営指標等   

売上高（百万円） 35,564 38,282 40,366 72,075 76,958

経常利益（百万円） 2,640 3,679 2,902 5,092 6,545

中間(当期)純利益（百万円） 2,314 2,674 2,196 3,717 4,086

純資産額（百万円） 32,781 33,971 37,740 32,595 34,789

総資産額（百万円） 75,014 76,093 82,428 74,594 78,237

１株当たり純資産額（円） 297.48 324.54 363.95 308.45 334.98

１株当たり中間(当期)純利益
（円） 

20.63 25.49 21.19 33.38 38.24

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益（円） 

20.60 25.42 21.15 33.33 38.14

自己資本比率（％） 43.7 44.6 45.8 43.7 44.5

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

3,165 5,063 1,779 8,601 9,814

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△3,753 △3,823 △3,138 △7,749 △6,236

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△453 △861 982 △2,175 △1,223

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（百万円） 

3,004 2,926 4,560 2,542 4,903

従業員数（人） 
［外、平均臨時雇用者数］ 

2,635 
［662］

2,759
［728］

2,942
［748］

2,641 
［686］

2,859
［712］



  

（注） 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

回次 第81期中 第82期中 第83期中 第81期 第82期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

(2）提出会社の経営指標等   

売上高（百万円） 25,335 28,160 29,285 52,381 56,048

経常利益（百万円） 1,820 2,878 1,980 3,630 5,121

中間(当期)純利益（百万円） 45 686 1,233 1,075 1,997

資本金（百万円） 10,951 10,951 10,951 10,951 10,951

発行済株式総数（千株） 116,627 107,027 104,227 107,027 104,227

純資産額（百万円） 33,343 32,841 35,276 33,273 33,602

総資産額（百万円） 67,514 66,897 68,906 67,349 67,560

１株当たり中間(年間)配当額
（円） 

3.00 3.00 4.00 6.00 7.00

自己資本比率（％） 49.4 49.1 51.2 49.4 49.7

従業員数（人） 
［外、平均臨時雇用者数］ 

1,397 
［561］

1,367
［628］

1,349
［653］

1,362 
［591］

1,347
［635］



２【事業の内容】 

 当社グループは、当社、子会社28社および関連会社12社（注１）から成り、主にベルト・工業用品および化成品の製造、販売

および加工事業を行っております。また、不動産の販売、仲介等その他の事業も展開しております。 

 当中間連結会計期間における、関係会社の異動と事業内容の変更は以下のとおりであります。 

（ベルト・工業用品部門） 

 平成17年６月16日をもって中国東莞市にBANDO MANUFACTURING (DONGGUAN) CO.,LTD.を設立いたしました。 

（その他の部門） 

 バンドー興産㈱は平成17年８月31日をもって、リース事業から撤退いたしました。 

  

（注）１．持分法非適用関連会社２社を含みます。 

なお、ベルト・工業用品部門の持分法適用関連会社であったDONGIL BANDO CO.,LTD.につきまして平成17年９月１日を

もって100％出資の連結子会社とし、社名をBANDO KOREA CO., LTD.に変更しておりますが、事業の内容におきまして

は、同社の中間決算日（平成17年６月30日）時点の記載となっております。 

２．ベルト・工業用品部門の連結子会社である東日本バンドー㈱は、平成17年10月１日を合併期日とし、同部門の持分法

適用関連会社東京バンドーコンベヤ㈱を吸収合併しております。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の連結子会社を設立いたしました。 

  

名称 住所 資本金 事業内容
議決権の
所有割合 

関係内容 

役員の派遣状況

貸付金
営業上の取
引 

設備の賃
貸借 当社

役員 
当社
従業員 

（連結子会社）       人 人    

BAND0 MANUFACTURING 
(DONGGUAN) CO.,LTD. 

中国東莞市 
3,500 
千米ドル 

伝動ベルト、
工業用品等の
製造、販売 

100％ － 1 なし
当社製品の
販売・技術
供与等 

なし 



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。な

お、臨時従業員には、季節工、パートタイマーおよび嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。な

お、臨時従業員には、季節工、パートタイマーおよび嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(3）労働組合の状況 

 労使関係について特記すべき事項はありません。 

  

  

  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）

ベルト・工業用品 
2,489 
［675］ 

化成品 
120 
［47］ 

その他 
126 
［19］ 

全社（共通） 
207 
［7］ 

合計 
2,942 
［748］ 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 
1,349 
［653］ 



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、企業収益の改善に伴う民間設備投資の増加や中国を含むアジア向け輸出の持ち

直しなどにより、出荷は概ね堅調に推移いたしましたが、石油製品をはじめとする原材料価格の高騰などにより、コスト面で

は大変厳しい状況で推移いたしました。 

 こうした中、当社グループは、国内外において販売活動に注力するとともに、財務体質の強化、総原価低減活動などに鋭意

取り組んでまいりました。 

その結果、当中間連結会計期間の売上高は403億６千６百万円(前年同期比5.4％増)となりましたが、営業利益は24億３百万円

(前年同期比24.4％減)、経常利益は29億２百万円(前年同期比21.1％減)、中間純利益は21億９千６百万円(前年同期比17.9％

減)となりました。 

 主な事業の種類別セグメントの状況は、次のとおりであります。 

  

［ベルト・工業用品部門］ 

 運搬ベルト製品：国内における景気回復に伴う堅調な民間設備投資に支えられるなか、積極的な営業活動を展開いたしまし

た結果、国内においてコンベヤベルト、軽搬送用ベルト(サンラインベルト)および同期搬送用ベルト(LSB-U)の販売が伸長しま

したが、他の一部の製品の販売が落ち込み運搬ベルト製品における売上高は、小幅ではありますが減少いたしました。 

 自動車用伝動製品：国内の自動車生産台数や日系自動車メーカーの海外現地生産台数が増加するなかで、積極的な営業活動

を行いました結果、当社グループの主力製品であるリブエースなどをはじめとする補機駆動用ベルト、オートテンショナや一

方向クラッチ内蔵プーリ（バンドー・スムース・カップラー）などの補機駆動用のシステム製品の販売は大幅に伸長しました

が、補修用の自動車用ベルトは交換需要の減少などで、販売が減少いたしました。こうしたなか、海外市場においてはアジア

を中心に、補機駆動用のシステム製品の販売が伸長し、自動車用伝動製品の売上高は増加いたしました。 

 一般産業用伝動ベルト製品：「省エネと環境」に配慮した製品の開発や積極的な拡販活動などによって、Ｖベルトや歯付ベ

ルト（シンクロベルト）および中国向け農機用ベルトなどの販売が伸長いたしました。この結果、一般産業用伝動ベルト製品

の売上高は増加いたしました。 

 マルチメディア・パーツ関連製品：情報通信機器関連分野で、顧客への密着度を高めた営業活動と生産体制の拡充などを実

施した結果、高機能ローラーや高機能樹脂製品（ミューライト）につきましては、販売が伸長いたしましたが、主力のクリー

ニングブレードやＯＡ分野の入出力機器用の歯付ベルト（シンクロベルト）の販売が減少したこともあり、マルチメディア・

パーツ関連製品の売上高は若干減少いたしました。 

 土木・建築関連製品：国内では引き続き土木・建築関連分野の市場が低迷する中で、防水シートの販売が落ち込んだほか、

免震事業から撤退したこともあり、土木・建築関連製品の売上高は減少いたしました。 

 これらの結果、当部門の当中間連結会計期間における売上高は362億３千万円(前年同期比5.9％増)となりましたが、原材料

費や新規に操業を開始した海外生産拠点での経費増などの影響を受け、営業利益は36億３百万円(前年同期比24.8％減)となり

ました。 

  

［化成品部門］ 

 化成品部門につきましては、装飾表示用の粘着加工製品や環境を考慮したオレフィン系フイルム・シート（テクリア）の販

売が伸長し、医療用フィルムの販売も順調に増加いたしましたが、塩ビ系フイルム・シートの需要が引き続き減退し、生活関

連分野を中心に販売が減少いたしました。 

 これらの結果、当部門の当中間連結会計期間における売上高は26億９千３百万円(前年同期比3.1％減)、営業利益は１億７千

万円(前年同期比38.6％増）となりました。 

  

［その他の部門］ 

 その他の部門につきましては、主に機械設備の製造・販売、不動産販売・仲介、ゴルフ場の経営などの事業を行っておりま

すが、売上高は35億４千８百万円(前年同期比18.8％増)、営業利益は２億２千８百万円(前年同期比62.2％増）となりました。



 主な所在地別セグメントの状況は、次のとおりであります。 

  

［日本］ 

 運搬ベルト製品につきましては、堅調な民間設備投資に支えられるなか、保守点検サービスの充実に努め積極的な営業活動

を展開しました結果、ゴムコンベヤベルト、軽搬送用ベルト(サンラインベルト)および同期搬送用ベルト(LSB-U)の販売が伸長

しました。他の一部の製品の販売が落ち込み運搬ベルト製品における売上高は、小幅ではありますが減少いたしました。 

 伝動ベルト製品につきましては、自動車分野において、自動車生産台数の増加により主力製品であるリブエースをはじめと

する補機駆動用ベルト、オートテンショナや一方向クラッチ内蔵プーリ（バンドー・スムース・カップラー）などの補機駆動

用のシステム製品の販売は大幅に伸長いたしました。しかし、補修用の自動車用ベルトは交換需要の減少などで、販売が減少

いたしました。一般産業向けの製品につきましては、「省エネと環境」に配慮した製品の開発や積極的な拡販活動などによっ

て、Ｖベルトや歯付ベルト（シンクロベルト）などの販売が伸長いたしました。 

 マルチメディア関連製品につきましては、情報通信機器関連分野で、顧客への密着度を高めた営業活動と生産体制の拡充な

どを実施した結果、高機能ローラー、高機能樹脂製品（ミューライト）につきましては、販売が伸長いたしましたが、主力の

クリーニングブレードやＯＡ分野の入出力機器用の歯付ベルト（シンクロベルト）の販売が減少いたしました。 

 土木・建築関連製品につきましては、引き続き土木・建築関連分野の市場が低迷する中で、防水シートの販売が落ち込んだ

ほか、免震事業から撤退したこともあり、土木・建築関連製品の売上高は減少いたしました。 

  

 これらの結果、売上高は359億２千４百万円（前年同期比3.7％増）、営業利益は39億４千６百万円（前年同期比15.6％減）

となりました。 

  

［その他の地域］ 

 北米地域におきましては、日系自動車メーカーの現地生産台数が増加するなか競争環境の激化による自動車補機駆動用ベル

トの販売価格の下落もあり売上高は前年同期を下回りました。 

 欧州地域におきましては、二輪車用ベルトの売上高が順調に増加いたしましたが、ＯＡ・精密機器向けのポリウレタン製歯

付きベルトは市場価格低下の影響を受けて減少いたしました。また、トルコにおける生産販売拠点が本格稼動を開始し日系自

動車メーカーへの納入を開始しました。 

 アジア地域におきましては、伝動ベルト製品の価格が激しい競争によって下落傾向にありましたが、現地に密着した営業活

動を展開した結果、売上高は増加いたしました。特にタイにおきましては、日系自動車メーカーの海外現地生産台数の増加に

伴い、自動車補機駆動用ベルト、オートテンショナなどの売上高が大幅に伸長いたしました。また、中国においては、天津で

量産が開始されたことにより二輪車用ベルトの販売が伸張しました他に、ＯＡ機器メーカーへのクリーニングブレードや歯付

ベルト（シンクロベルト）などのマルチメディア・パーツ関連製品も増加し、農業機械の高度化に伴い、農機用ベルトの売上

高も順調に推移いたしました 

  

 これらの結果、売上高は73億４百万円（前年同期比22.8％増）となりましたが、新規に操業を開始した海外生産拠点での経

費増などの影響を受け、営業利益は１億７百万円（前年同期比56.3％減）となりました。 

  

 なお、事業の種類別セグメントの状況および所在地別セグメントの状況については、セグメント間消去前の金額で記載して

おります。 

  



(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期間末に比べ、16億３千４百

万円増加し、当中間連結会計期間末には45億６千万円となりました。 

 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す。 

 営業活動によるキャッシュ・フロー： 当中間連結会計期間において、営業活動による資金収支は、17億７千９百万円の収

入（前中間連結会計期間は50億６千３百万円の収入）となりました。これは、“税金等調整前中間純利益”30億６千１百万

円、“減価償却費”20億９千３百万円、受取手形流動化の調整などに伴う“売上債権の増加額”△14億２千１百万円、“法人

税等の支払”△16億３千７百万円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いて、投資活動による資金収支は、31億３千８百万円の支

出（前中間連結会計期間は38億２千３百万円の支出）となりました。これは、“固定資産の取得による支出または売却による

収入”が△18億９百万円あったことと、“関係会社株式の取得による支出”が△13億３千７百万円あったことなどによるもの

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いて、財務活動による資金収支は、９億８千２百万円の収

入（前中間連結会計期間は８億６千１百万円の支出）となりました。これは、“長期借入による収入”９億３千万円、“短期

借入金の返済による支出または借入による収入”が４億８千３百万円あったことなどによるものであります。 

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

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

 （注）１．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）受注状況 

 当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

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

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．主な相手先別の販売実績で、総販売実績に対する割合が10％以上のものはありません。 

  

 なお、「生産実績」「受注状況」および「販売実績」は、セグメント間消去後の金額を記載しております。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円） 前年同期比（％） 

ベルト・工業用品 25,823 4.3 

化成品 2,394 1.8 

その他 330 △10.9 

合計 28,549 3.9 

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

ベルト・工業用品 35,811 5.4 4,300 △13.2 

化成品 2,599 △1.8 299 △20.2 

その他 535 19.1 87 △3.3 

合計 38,946 5.0 4,686 △13.5 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同期比（％） 

ベルト・工業用品 36,223 5.9 

化成品 2,686 △2.3 

その他 1,456 8.9 

合計 40,366 5.4 



３【対処すべき課題】 

当社グループは、『MISSION 100』の達成に向けて、引き続き『第２次アクションプラン』（2004～2006年度の中期経営計画）

を推進しております。 

  

   なお、その基盤づくりとして、取り組んでおります課題の状況は以下のとおりであります。 

（１）生産・販売におけるグループ・グローバル体制の強化 

    平成17年6月16日に中国華南地区（東莞市）に同地における供給・サービス体制の強化を目的とし、子会社BANDO 

MANUFACTURING (DONGGUAN) CO,.LTD.を設立いたしました。 

なお、東日本バンドー(株)は、一層の経営の合理化・効率化を目的とし、平成17年10月１日を合併期日として、当社の関連

会社東京バンドーコンベヤ(株)を吸収合併しております。 

    また、関連会社DONGIL BANDO CO., LTD.を平成17年９月１日をもって当社100％出資の子会社とし、同社社名も同日付をもっ

てBANDO KOREA CO., LTD.に変更しております。 

（２）ＩＴ活用によるグループ経営の基盤整備と効率化 

    現在、全体最適、業務効率化という視点から、ＥＲＰ（Enterprise Resource Planning）の導入に取り組んでおります。 

（３）人材育成の強化 

    当社グループにおきましては、将来の幹部養成を目的として「バンドー経営学校」、次世代の生産部門の管理監督者を育成

するための「ものづくり塾」、さらなるグローバル化に対応すべく「バンドーグローバルビジネススクール」などを開講し、

人材育成の強化に取り組んでおります。 

（４）財務体質の強化 

    一部事業の撤退に伴う資産の圧縮を進めるとともに、ＣＭＳ(Cash Management System)と受取手形の流動化によるグループ

内資金の効率的利用に取り組んでおります。 

（５）国際競争力を強化するための徹底した総原価低減活動の推進 

    グローバルでの競争に打ち勝つため、材料費、物流費、棚卸資産などの削減に取り組んでおります。 

（６）品質保証活動の強化 

    現在、品質保証レベルをさらに向上するという視点から、人の注意力に頼らない製造方法およびＩＴを活用したトレーサビ

リティーシステムの構築に取り組んでおります。 

（７）安全第一への取り組みの強化 

労働災害ゼロを目標に新たに安全衛生マネジメントシステム（ＯＳＨＭＳ）の構築に取り組んでおります。そして平成17年7

月、当社南海工場がゴム産業界ではじめてＯＳＨＭＳ認定を取得しました。現在、全事業所で取得に取り組んでおります。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

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



５【研究開発活動】 

 当社グループはビジョンとして掲げた『MISSION 100』における2006年度の目標に向かって、当社のコア技術を活かし差別化

された新製品開発を目指しております。また、「Ｒ＆Ｄセンター」「生産技術センター」「開発事業部」での研究開発では、引

き続き、新たな「起業」に向けてナノテクノロジーなどに関連する先端技術の開発を進めています。 

 現在の研究開発は、Ｒ＆Ｄセンター・生産技術センター・開発事業部（当中間連結会計期間末人員89名）および伝動技術研究

所（同人員91名）を中心に取り組んでおり、当中間連結会計期間における全体の改良開発を含む開発・研究に22億１千５百万円

を投入いたしました。 

 各事業部門の研究開発活動とその成果は次のとおりであります。 

  

［ベルト・工業用品部門］ 

 運搬ベルト製品では、高信頼性（寿命）の耐熱コンベヤや低走行抵抗（省エネ）コンベヤなど、機能を徹底的に追求した搬送

ベルトの開発とメンテナンス、点検サービスなど顧客満足を高めることに取り組んでいます。また、樹脂ベルト（サンライン）

では、川下化に向けて加工製品の開発およびフルパッケージ機能製品の開発を進めております。 

 伝動製品では、自動車、ＡＴＶ・大型二輪車分野で、変速ベルトに関しては高伝動能力、高効率を目指した高負荷リブエース

や高性能ダブルコグ変速ベルトの開発を進めており、また、一般産業用ベルトにおいては、「省エネと環境」を念頭において高

機能化を目指した平ベルト駆動システムおよび高伝動、高応答性の歯付ベルトの開発に取り組んでおります。 

 マルチメディア・パーツ関連製品では、引き続いて、複写機、プリンタ等の電子写真プロセスに使用されるブレードの高機能

化および、ローラ（帯電ローラ、現像ローラ）の高機能化を目指して開発に取り組んでおります。 

  

［化成品部門］ 

 化成品部門では、フィルムから粘着加工製品やフィルム複層化製品への製品転換が進んでおります。また、環境を考慮したス

ポーツマーク用シートや広告宣伝用メディアの品揃え、さらには、環境に優しいポリオレフィン系フィルムについても、建材・

広告看板・医療用途等を対象にした機能性製品の開発が進んでおります。 

  

 なお、改良開発を中心とした開発・研究として、ベルト・工業用品部門に16億７千７百万円、化成品部門に９千６百万円を投

資した他、新規新製品の「研究開発費」として４億４千１百万円を投入しております。 

  

  



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】 

(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の新設、除却等について重要な変更はありません。 

  

(2）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の計画は次のとおりであります。 

新設拡充 

 （注）１．上記に伴う設備完成後の生産能力の増加は僅少であります。 

２．上記金額には消費税等を含んでおりません。 

  

  

会社名・事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグメ
ントの名称 

設備の内容

投資予定金額 資金調達 着手及び完了予定年月 

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

方法 着手 完了 

BANDO MANUFACTURING  
(DONGGUAN) CO,.LTD. 

ベルト・工業用品
工業用品関係設備の
拡充等 

500 －
自己資金お
よび借入金 

平成17年10月 平成18年６月



第４【提出会社の状況】 

  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

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 381,100,000 

計 381,100,000 

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26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 104,227,073 104,227,073
東京証券取引所第一部
大阪証券取引所第一部 

－ 

計 104,227,073 104,227,073 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高(千株) 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

－ 104,227 － 10,951 － 2,738



(4）【大株主の状況】 

 （注）１．上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数4,372千株は信託業務に係る株式数であります。 

２．ＵＦＪ信託銀行株式会社につきまして、平成17年10月１日を合併期日として三菱信託銀行株式会社と合併し、三菱ＵＦ

Ｊ信託銀行株式会社（住所：東京都千代田区丸の内１丁目４番５号）となっております。なお、三菱信託銀行株式会社

の平成17年９月30日現在の所有株式数は705千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、0.67％であります。 

  

    平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 4,800 4.60 

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 4,600 4.41 

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 4,372 4.19 

バンドー共栄会 神戸市中央区磯上通２丁目２番21号 4,149 3.98 

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 4,000 3.83 

東京海上日動火災保険株式会
社 

東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 3,678 3.52 

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 3,536 3.39 

ニッセイ同和損害保険株式会
社 

大阪市北区西天満４丁目15番10号 3,351 3.21 

ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番３号 3,299 3.16 

株式会社ＵＦＪ銀行 名古屋市中区錦３丁目21番24号 2,600 2.49 

計10名 － 38,388 36.83 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 上記「完全議決権株式（その他）」の中には、証券保管振替機構名義の株式が４千株、株主名簿上は当社名義となってい

るが実質的には所有していない株式が２千株含まれております。なお、当該株式に係る議決権の数６個については、「議

決権の数」の欄には含めておりません。 

  

②【自己株式等】 

 （注） このほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が２千株あります。 

なお、当該株式は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

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

  

３【役員の状況】 

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

   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） 普通株式   499,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 102,522,000 102,516 － 

単元未満株式 普通株式  1,206,073 －
１単元（1,000株）
未満の株式 

発行済株式総数 104,227,073 － － 

総株主の議決権 － 102,516 － 

      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（％） 

バンドー化学㈱ 
神戸市兵庫区明和通３
丁目２番15号 

496,000 － 496,000 0.47 

バンドー福島販売㈱ 
福島県いわき市平字愛
谷町４丁目６番地13 

2,000 － 2,000 0.00 

北陸バンドー販売㈱ 
富山県富山市問屋町３
丁目９番地 

1,000 － 1,000 0.00 

計 － 499,000 － 499,000 0.47 

月別 平成17年４月 平成17年５月 平成17年６月 平成17年７月 平成17年８月 平成17年９月

最高（円） 529 508 507 503 513 533 

最低（円） 459 443 461 483 475 501 



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）および

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、なら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）および当中間会計期間（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、神陽監査法人により中間監査を受けております。 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金    2,933 4,572  4,933 

２．受取手形及び売掛
金 

   18,459 18,808  17,288 

３．たな卸資産    7,106 7,926  7,807 

４．その他    3,101 3,809  3,621 

貸倒引当金    △20 △21  △20 

流動資産合計    31,580 41.5 35,095 42.6  33,631 43.0

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 
※１ 
※２ 

    

(1）建物及び構築物   9,345  9,671 10,199  

(2）機械装置及び運
搬具 

  10,338  12,364 11,273  

(3）土地   6,687  5,816 5,877  

(4）建設仮勘定   2,272  2,251 1,636  

(5）その他   2,897 31,540 1,628 31,732 2,835 31,823 

２．無形固定資産    743 843  731 

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券   8,986  12,541 9,288  

(2）その他   3,460  2,405 2,960  

貸倒引当金   △217 12,229 △189 14,757 △197 12,051 

固定資産合計    44,513 58.5 47,333 57.4  44,606 57.0

資産合計    76,093 100.0 82,428 100.0  78,237 100.0

        



  

  

    
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 

   14,033 15,254  14,857 

２．短期借入金 ※４  2,066 3,898  3,201 

３．未払法人税等    1,274 1,127  1,845 

４．その他    5,482 5,967  5,717 

流動負債合計    22,857 30.0 26,248 31.8  25,622 32.8

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金    8,921 9,248  8,371 

２．長期預り金    4,277 4,029  4,047 

３．長期未払金    2,298 1,635  1,726 

４．繰延税金負債    － 46  11 

５．退職給付引当金    2,660 2,433  2,498 

６．役員退職引当金    485 458  506 

固定負債合計    18,643 24.5 17,851 21.7  17,161 21.9

負債合計    41,501 54.5 44,100 53.5  42,784 54.7

        

（少数株主持分）       

少数株主持分    620 0.9 587 0.7  664 0.8

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    10,951 14.4 10,951 13.3  10,951 14.0

Ⅱ 資本剰余金    8,030 10.5 6,823 8.3  6,818 8.7

Ⅲ 利益剰余金    16,992 22.3 19,808 24.0  18,090 23.1

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   1,089 1.4 2,422 2.9  1,525 2.0

Ⅴ 為替換算調整勘定    △2,383 △3.1 △2,118 △2.5  △2,440 △3.1

Ⅵ 自己株式    △708 △0.9 △146 △0.2  △157 △0.2

資本合計    33,971 44.6 37,740 45.8  34,789 44.5

負債、少数株主持分
及び資本合計 

   76,093 100.0 82,428 100.0  78,237 100.0

        



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    38,282 100.0 40,366 100.0  76,958 100.0

Ⅱ 売上原価    26,300 68.7 29,065 72.0  53,545 69.6

売上総利益    11,981 31.3 11,301 28.0  23,412 30.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  8,802 23.0 8,897 22.0  17,652 22.9

営業利益    3,178 8.3 2,403 6.0  5,760 7.5

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   3  16 19  

２．受取配当金   70  73 92  

３．持分法による投資
利益 

  254  359 348  

４．不動産賃貸料   178  178 356  

５．保険配当金   93  74 100  

６．その他   269 870 2.3 180 884 2.2 669 1,586 2.1

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   83  108 184  

２．不動産関係諸費用   160  160 321  

３．事業保険料   45  42 89  

４．為替差損   13  － －  

５．その他   67 370 1.0 74 385 1.0 206 802 1.0

経常利益    3,679 9.6 2,902 7.2  6,545 8.5

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 ※２ 2  252 5  

２．投資有価証券売却
益 

  1  － 99  

３．厚生年金代行返上
益 

  － 3 0.0 － 252 0.6 76 182 0.2

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産廃棄売却
損 

※３ 260  93 1,009  

２．施設利用の会員権
評価損 

  5  － 10  

３．投資有価証券売却
損 

  －  － 89  

４．施設利用の会員権
売却損 

  － 266 0.7 － 93 0.2 4 1,113 1.4

税金等調整前中間
（当期）純利益 

   3,416 8.9 3,061 7.6  5,613 7.3

法人税、住民税及
び事業税 

  745  953 1,699  

法人税等調整額   19 765 2.0 △12 940 2.3 △162 1,537 2.0

少数株主損失(△)    △23 △0.1 △75 △0.2  △10 △0.0

中間(当期)純利益    2,674 7.0 2,196 5.4  4,086 5.3

        



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    8,020 6,818  8,020

Ⅱ 資本剰余金増加高     

自己株式処分差益   9 9 4 4 30 30

Ⅲ 資本剰余金減少高     

自己株式消却額   － － － － 1,231 1,231

Ⅳ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   8,030 6,823  6,818

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高    14,651 18,090  14,651

Ⅱ 利益剰余金増加高     

中間（当期）純利益   2,674 2,674 2,196 2,196 4,086 4,086

Ⅲ 利益剰余金減少高     

配当金   316 414 630 

取締役賞与金   17 333 64 479 17 648

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   16,992 19,808  18,090

      



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 
キャッシュ・フロー計算
書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ．営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１．税金等調整前中間
（当期）純利益 

  3,416 3,061 5,613 

２．減価償却費   1,995 2,093 4,306 

３．連結調整勘定償却額   △19 3 △17 

４．貸倒引当金の減少額   △74 △10 △91 

５．退職給付引当金等の
減少額 

  △208 △114 △350 

６．受取利息及び受取配
当金 

  △74 △90 △111 

７．支払利息   83 108 184 

８．為替差損益   △17 △0 △16 

９．持分法による投資利
益 

  △254 △359 △348 

10．投資有価証券売却損
益 

  △1 － △10 

11．固定資産廃棄売却損
益 

  258 △159 1,003 

12．施設利用の会員権売
却損 

  － － 4 

13．施設利用の会員権評
価損 

  5 － 10 

14．売上債権の増加（減
少）額 

  322 △1,421 1,475 

15．たな卸資産の減少
（増加）額 

  59 1 △681 

16．仕入債務の増加額   820 273 1,653 

17．確定拠出年金移行に
伴う負債の減少額 

  △218 △113 △820 

18．その他の増減額   △521 67 △992 

小計   5,570 3,339 10,811 

19．利息及び配当金の受
取額 

  74 184 111 

20．利息の支払額   △82 △107 △172 



    
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 
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） 

21．法人税等の支払額   △498 △1,637 △936 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  5,063 1,779 9,814 

Ⅱ．投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１．短期投資の増加によ
る支出または減少に
よる収入 

  11 19 △11 

２．固定資産の取得によ
る支出または売却に
よる収入 

  △3,865 △1,809 △6,755 

３．投資有価証券取得に
よる支出または売却
による収入 

  7 △11 541 

４．関係会社株式取得に
よる支出 

  － △1,337 － 

５．その他の増減額   22 △0 △11 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △3,823 △3,138 △6,236 

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
よる支出または借入
による収入 

  △3,726 483 △3,279 

２．長期借入による収入   3,556 930 3,731 

３．長期借入金の返済に
よる支出 

  － △18 △8 

４．自己株式の取得によ
る支出 

  △435 △16 △1,249 

５．自己株式の売却によ
る収入 

  73 31 226 

６．親会社による配当金
の支払額 

  △316 △414 △630 

７．少数株主への配当金
の支払額 

  △13 △12 △12 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △861 982 △1,223 

    



  

  

  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 
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） 

Ⅳ．現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  5 33 6 

Ⅴ．現金及び現金同等物の
減少（増加）額 

  384 △342 2,361 

Ⅵ．現金及び現金同等物の
期首残高 

  2,542 4,903 2,542 

Ⅶ．現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  2,926 4,560 4,903 

    



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．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

 連結子会社数 27社  連結子会社数  28社  連結子会社数  27社 

① 国内子会社 15社 ① 国内子会社  14社   

北海道バンドー㈱、東日本バ

ンドー㈱、㈱バンテック、大

阪バンドーベルト販売㈱、㈱

近畿バンドー、バンドーエラ

ストマー㈱、バンドー工材

㈱、バンドートレーディング

㈱、バンドー精機㈱、ビー・

エル・オートテック㈱、中国

バンドー㈱、九州バンドー

㈱、バンドー興産㈱、西兵庫

開発㈱、バンドーコンピュー

ターシステム㈱ 

  

② 海外子会社 12社 

BANDO EUROPE GmbH 

BANDO (SINGAPORE) PTE.LTD. 

BANDO IBERICA,S.A. 

BANDO MANUFACTURING 

(THAILAND) LTD. 

PENGELUARAN GETAH BANDO 

(MALAYSIA) SDN.BHD. 

BANDO USA,INC. 

BANDO JUNG KONG,LTD. 

BANDO SIIX LTD. 

BANDO BELT (TIANJIN) 

CO.,LTD. 

BANDO (SHANGHAI) 

INTERNATIONAL TRADING 

CO.,LTD. 

BANDO KOCKAYA BELT 

MANUFACTURING (TURKEY)INC. 

BANDO (INDIA) PVT.LTD. 

北海道バンドー㈱、東日本バ

ンドー㈱、㈱バンテック、大

阪バンドーベルト販売㈱、㈱

近畿バンドー、バンドーエラ

ストマー㈱、バンドートレー

ディング㈱、バンドー精機

㈱、ビー・エル・オートテッ

ク㈱、中国バンドー㈱、九州

バンドー㈱、バンドー興産

㈱、西兵庫開発㈱、バンドー

コンピューターシステム㈱ 

  

  

② 海外子会社  14社 

BANDO EUROPE GmbH 

BANDO (SINGAPORE) PTE.LTD. 

BANDO IBERICA,S.A. 

BANDO MANUFACTURING 

(THAILAND) LTD. 

PENGELUARAN GETAH BANDO 

(MALAYSIA) SDN.BHD. 

BANDO USA,INC. 

BANDO JUNG KONG,LTD. 

BANDO SIIX LTD. 

BANDO BELT (TIANJIN) 

CO.,LTD. 

BANDO MANUFACTURING 

(SHANGHAI) CO.,LTD. 

BANDO KOCKAYA BELT 

MANUFACTURING (TURKEY)INC. 

BANDO (INDIA) PVT.LTD. 

BANTECH KOREA CO., LTD. 

BANDO MANUFACTURING 

(DONGGUAN) CO., LTD. 

連結子会社名は、「第１ 企業

の状況 ４．関係会社の状況」

に記載しているため省略してお

ります。 

 なお、㈱近畿バンドーは、平成

16年10月１日を合併期日とし

て、当社の子会社であるバンド

ー工材㈱を吸収合併いたしまし

た。これに伴い、連結子会社数

を１社減じております。 

 BANTECH KOREA CO., LTD.は、

設立により当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。 

 BANDO MANUFACTURING 

(SHANGHAI) CO.,LTD.は、BANDO 

(SHANGHAI) INTERNATIONAL 

TRADING CO.,LTD.より平成16年

10月28日をもって社名変更した

ものであります。 



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） 

（注）㈱近畿バンドーは、平成16年

10月1日付で、バンドー工材

㈱を合併しております。 

BANDO (SHANGHAI) 

INTERNATIONAL TRADING 

CO.,LTD.は、平成16年10月28

日をもってBANDO 

MANUFACTURING (SHANGHAI) 

CO.,LTD.に社名変更しており

ます。 

なお、平成17年６月16日に

BANDO MANUFACTURING 

(DONGGUAN) CO., LTD.を、設

立したことに伴い当中間連結

会計期間より連結の範囲に含

めております。 

  

（注）東日本バンドー(株)は平成17

年10月１日を合併期日とし

て、当社の持分法適用関連会

社東京バンドーコンベヤ(株)

を吸収合併しております。 

  

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用会社 (1）持分法適用会社 (1）持分法適用会社 

 関連会社 10社 同左 同左 

バンドー福島販売㈱、バン工

業用品㈱、東京バンドーコン

ベヤ㈱、北陸バンドー販売

㈱、福井ベルト工業㈱、バン

ドー・ショルツ㈱ 

KEE FATT INDUSTRIES, 

SDN.BHD. 

SANWU BANDO INC. 

P.T.BANDO INDONESIA  

DONGIL BANDO CO.,LTD. 

    

(2）持分法非適用会社 (2）持分法非適用会社 (2）持分法非適用会社 

 関連会社名  関連会社名  関連会社名 

浩洋産業㈱ 

PHILIPPINE BELT 

MANUFACTURING CORP. 

同左 同左 

（持分法を適用しない理由） （持分法を適用しない理由） （持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は中間純利

益および利益剰余金等に重要な

影響を及ぼさないと考えられる

ので持分法適用の範囲から除外

しております。 

同左  持分法非適用会社は当期純利

益および利益剰余金等に重要な

影響を及ぼさないと考えられる

ので持分法適用の範囲から除外

しております。 

  （注）DONGIL BANDO CO.,LTD.につ

きまして、平成17年９月１日

をもって100％出資の子会社

とし、社名をBANDO KOREA 

CO.,LTD.に変更しておりま

す。なお、同社の中間決算日

は６月30日であるため、当中

間連結会計期間においては、

持分法を適用しております。 

  



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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

(1）連結子会社のうち、中間決算

日が中間連結決算日（９月30

日）と異なる会社は次のとおり

であります。 

(1）連結子会社のうち、中間決算

日が中間連結決算日（９月30

日）と異なる会社は次のとおり

であります。 

(1）連結子会社のうち、決算日が

連結決算日（３月31日）と異な

る会社は次のとおりでありま

す。 
  

  

中間 
決算日 

会社名 

６月30日 BANDO EUROPE GmbH 
BANDO (SINGAPORE) 
PTE.LTD. 
BANDO IBERICA,S.A. 
BANDO MANUFACTURING 
(THAILAND) LTD. 
PENGELUARAN GETAH BANDO 
(MALAYSIA) SDN.BHD. 
BANDO USA,INC. 
BANDO JUNG KONG,LTD. 
BANDO SIIX LTD. 
BANDO BELT (TIANJIN) 
CO.,LTD. 
BANDO (SHANGHAI) 
INTERNATIONAL TRADING 
CO.,LTD. 
BANDO KOCKAYA BELT 
MANUFACTURING (TURKEY) 
INC. 

BANDO (INDIA) PVT.LTD. 

８月31日 西兵庫開発㈱ 

  
中間 
決算日 

会社名

６月30日 BANDO EUROPE GmbH 
BANDO (SINGAPORE) 
PTE.LTD. 
BANDO IBERICA,S.A. 
BANDO MANUFACTURING 
(THAILAND) LTD. 
PENGELUARAN GETAH BANDO 
(MALAYSIA) SDN.BHD. 
BANDO USA,INC. 
BANDO JUNG KONG,LTD. 
BANDO SIIX LTD. 
BANDO BELT (TIANJIN) 
CO.,LTD. 
BANDO MANUFACTURING 
(SHANGHAI) CO.,LTD. 
BANDO KOCKAYA BELT 
MANUFACTURING (TURKEY) 
INC. 

BANDO (INDIA) PVT.LTD. 

BANTECH KOREA CO., LTD. 

BANDO MANUFACTURING 
(DONGGUAN) CO., LTD. 

８月31日 西兵庫開発㈱ 

  

決算日 会社名 

12月31日 BANDO EUROPE GmbH 
BANDO (SINGAPORE) 
PTE.LTD. 
BANDO IBERICA,S.A. 
BANDO MANUFACTURING 
(THAILAND) LTD. 
PENGELUARAN GETAH BANDO 
(MALAYSIA) SDN.BHD. 
BANDO USA,INC. 
BANDO JUNG KONG,LTD. 
BANDO SIIX LTD. 
BANDO BELT (TIANJIN) 
CO.,LTD. 
BANDO MANUFACTURING 
(SHANGHAI) CO.,LTD. 
BANDO KOCKAYA BELT 
MANUFACTURING (TURKEY) 
INC. 

BANDO (INDIA) PVT.LTD. 

２月末日 西兵庫開発㈱ 

(2）上記の各社については、中間

決算日の差異が３ケ月を超えて

いないため各連結子会社の中間

決算日現在の財務諸表に基づき

連結を行っております。 

 中間連結決算日との間に生じ

た重要な取引に係る不一致につ

いては、連結上必要な調整を行

っております。 

(2）上記の各社については、中間

決算日の差異が３ケ月を超えて

いないため各連結子会社の中間

決算日現在の財務諸表に基づき

連結を行っております。 

  中間連結決算日との間に生じ

た重要な取引に係る不一致につ

いては、連結上必要な調整を行

っております。 

  なお、BANTECH KOREA CO., 

LTD.は中間決算日を９月30日か

ら６月30日に変更したため、当

中間連結財務諸表の作成にあた

っては、平成17年４月１日から

平成17年６月30日までの３ケ月

分を使用しておりますが、その

影響は軽微であります。 

(2）上記の各社については、決算

日の差異が３ケ月を超えていな

いため各連結子会社の決算日現

在の財務諸表に基づき連結を行

っております。 

 連結決算日との間に生じた重

要な取引に係る不一致について

は、連結上必要な調整を行って

おります。 



  

  

  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） 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 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 

有価証券 有価証券 有価証券 

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して

おります） 

同左 決算期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定して

おります） 

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 

デリバティブ デリバティブ デリバティブ 

時価法 同左 同左 

たな卸資産 たな卸資産 たな卸資産 

中間連結財務諸表提出会社 同左 連結財務諸表提出会社 

製品、原材料、仕掛品   製品、原材料、仕掛品 

先入先出法による原価法   先入先出法による原価法 

商品、貯蔵品   商品、貯蔵品 

総平均法による原価法   総平均法による原価法 

連結子会社   連結子会社 

国内連結子会社は主として

総平均法による原価法によ

っており、在外連結子会社

は概ね先入先出法による原

価法によっております。 

  国内連結子会社は主として

総平均法による原価法によ

っており、在外連結子会社

は概ね先入先出法による原

価法によっております。 



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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(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 

 定率法（一部の連結子会社

では定額法を、また、リース

契約資産については、リース

期間に基づく定額法を採用し

ております。）ただし、中間

連結財務諸表提出会社および

国内連結子会社については、

平成10年４月１日以降取得し

た建物（附属設備を除く）に

ついて、定額法を採用してお

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 10～40年 

 機械装置及び運搬具 

５～10年 

同左  定率法（一部の連結子会社

では定額法を、また、リース

契約資産については、リース

期間に基づく定額法を採用し

ております。）ただし、連結

財務諸表提出会社および国内

連結子会社については、平成

10年４月１日以降取得した建

物（附属設備を除く）につい

て、定額法を採用しておりま

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 10～40年 

 機械装置及び運搬具 

５～10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、営業権は商法施行規

則で規定する期間内での均等

償却、自社利用のコンピュー

ターソフトウェアについて

は、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法。 

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 

 債権の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

ております。 

同左 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） 

ロ．退職給付引当金 ロ．退職給付引当金 ロ．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

ける退職給付債務および年金

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。 

 過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による定

額法により費用処理しており

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

費用処理することとしており

ます。 

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

ける退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による定

額法により費用処理しており

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

費用処理することとしており

ます。 

ハ．役員退職引当金 ハ．役員退職引当金 ハ．役員退職引当金 

 役員（執行役員を含む）の

退職慰労金支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給

額のうち当中間連結会計期間

末において発生していると認

められる金額を計上しており

ます。 

 なお、中間連結財務諸表提

出会社において平成16年6月

から取締役および監査役の退

職慰労金については役員退職

慰労金の内規を廃止し、以後

引当計上を行っておりませ

ん。すでに発生している役員

退職慰労金の支給は、退任時

まで凍結しております。 

 役員(執行役員を含む)の退

職慰労金支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額の

うち当中間連結会計期間末に

おいて発生していると認めら

れる金額を計上しておりま

す。 

 なお、中間連結財務諸表提

出会社において平成17年４月

から、執行役員の退職慰労金

について、執行役員退職慰労

金の内規を廃止したため引当

計上を行っておりません。ま

た、取締役および監査役の退

職慰労金については平成16年

6月から役員退職慰労金の内

規を廃止し、以後引当計上を

行っておりません。すでに発

生している役員(執行役員を

含む)退職慰労金の支給は、

退任時まで凍結しておりま

す。 

 連結財務諸表提出会社およ

び一部連結子会社では、役員

（執行役員を含む）の退職慰

労金支給に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上

しております。 

 なお、連結財務諸表提出会

社において、平成16年６月か

ら取締役および監査役につい

ては役員退職慰労金の内規を

廃止し、以後引当計上を行っ

ておりません。すでに発生し

ている役員退職慰労金の支給

は、退任時まで凍結しており

ます。 



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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(4）中間連結財務諸表の作成の基

礎となった連結会社の中間財務

諸表の作成に当たって採用した

重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

(4）中間連結財務諸表の作成の基

礎となった連結会社の中間財務

諸表の作成に当たって採用した

重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

(4）連結財務諸表作成の基礎とな

った連結会社の財務諸表の作成

に当たって採用した重要な外貨

建の資産又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産・

負債および収益・費用は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は少数株

主持分および資本の部における

為替換算調整勘定に含めており

ます。 

同左  外貨建金銭債権債務は、決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産・

負債および収益・費用は、決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は少数株主持

分および資本の部における為替

換算調整勘定に含めておりま

す。 

(5）重要なリース取引の処理方法 (5）重要なリース取引の処理方法 (5）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。 

同左 同左 

(6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法 (6）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 

 繰延ヘッジ処理によってお

ります。ただし、為替予約が

付されている外貨建金銭債権

債務については振当処理を行

っており、また金利スワップ

については特例処理を採用し

ております。 

同左 同左 

② ヘッジの手段とヘッジ対象 ② ヘッジの手段とヘッジ対象 ② ヘッジの手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約取

引・金利スワ

ップ取引 

同左 同左 

ヘッジ対象：外貨建金銭債

権債務および

外貨建予定取

引・変動金利

の借入金 

    



  

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 ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

 外貨建取引については、そ

の取引契約時に為替予約によ

り円貨額を確定させ、為替リ

スクについてヘッジすること

を原則としております。 

 また、変動金利の借入によ

る調達資金を固定金利の資金

調達に換えるため、金利スワ

ップ取引を行っております。 

同左 同左 

④ ヘッジ有効性の評価の方法 ④ ヘッジ有効性の評価の方法 ④ ヘッジ有効性の評価の方法 

 ヘッジ対象とヘッジ手段の

相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判

断をしております。 

 また、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満た

しているかの判定をもって有

効性の判定に代えておりま

す。 

同左  同左 

(7）消費税等の会計処理 (7）消費税等の会計処理 (7）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。 

同左 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 

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 

５．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、要求払預金および取

得日から３ヶ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、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

短期的な投資からなっておりま

す。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

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） 

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より、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））および「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） 

────── （中間連結貸借対照表関係） 

   「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となることおよび「金融商品会計に関す

る実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年

２月15日付で改正されたことに伴い、前中間連結会計期

間まで投資その他の資産の「その他」に含めていた投資

事業有限責任組合への出資金を、当中間連結会計期間よ

り「投資有価証券」に含めて表示しております。この変

更により「投資有価証券」は、10百万円増加し、投資そ

の他の資産の「その他」は同額減少しております。 

    

────── （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において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「退職給付債務等の減少額」と表示してい

た科目について、当中間連結会計期間から「退職給付引

当金等の減少額」に名称を変更しております。 



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） 

外形標準課税 

 「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日以降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

付加価値割および資本割56百万円を

販売費及び一般管理費として処理し

ております。 

────── 外形標準課税 

 「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日以降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

価値割および資本割109百万円を販

売費及び一般管理費として処理して

おります。 

  

────── ────── 厚生年金基金の代行部分返上 

 連結財務諸表提出会社は、確定給

付企業年金法の施行に伴い、厚生年

金基金の代行部分について厚生労働

大臣から、平成15年２月17日の将来

支給義務停止の認可に続いて、平成

17年３月１日に過去分返上の認可を

受けました。 

 また、これに伴い、厚生年金基金

制度を企業年金基金制度に変更して

おります。 

 なお、連結財務諸表提出会社は

「退職給付会計に関する実務指針

（中間報告）」（日本公認会計士協

会会計制度委員会報告第13号）第

47-２項に定める経過措置を適用

し、将来支給義務停止の認可の日に

おいて代行部分に係る退職給付債務

と返還相当額の年金資産を消滅した

ものとみなして処理しております

が、平成17年３月１日の過去分返上

認可を受け、データマッチングの結

果生じた差額76百万円を厚生年金代

行返上益として当連結会計年度にお

いて特別利益に計上しております。 

 当連結会計年度末現在において測

定された返還相当額は、11,688百万

円であります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

54,102百万円 51,962百万円 53,760百万円 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債

務は次のとおりであります。 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債

務は次のとおりであります。 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債

務は次のとおりであります。 
  

担保資産 (百万円)

建物及び構築物 1,206 ( 615) 

機械装置及び運搬具等 382 ( 382) 

土地 1,272 ( 499) 

合計 2,863 (1,499) 

  
担保資産 (百万円)

建物及び構築物 1,095( 578)

機械装置及び運搬具等 355( 355)

土地 740( 499)

合計 2,191(1,433)

担保資産 (百万円)

建物及び構築物 1,117 ( 596)

機械装置及び運搬具等 357 ( 357)

土地 740 ( 499)

合計 2,215 (1,453)

  
担保付債務   

１年以内返済予定長期
借入金 

80(  －)

長期借入金 320(  －)

預り金 219( 219)

長期預り金 1,973(1,973)

合計 2,592(2,192)

  
担保付債務   

１年以内返済予定長期
借入金 

80(  －)

長期借入金 240(  －)

預り金 219( 219)

長期預り金 1,753(1,753)

合計 2,293(1,973)

担保付債務   

１年以内返済予定長期
借入金 

80(  －)

長期借入金 280(  －)

預り金 219( 219)

長期預り金 1,753(1,753)

合計 2,333(1,973)

（注）上記のうち（ ）内書は工場財団抵当

ならびに当該債務を示しております。 

（注）上記のうち（ ）内書は工場財団抵当

ならびに当該債務を示しております。 

（注）上記のうち（ ）内書は工場財団抵当

ならびに当該債務を示しております。 

 ３．保証債務  ３．保証債務  ３．保証債務 

 連結子会社を除く関係会社の銀行借入

に対する保証債務であります。 

 連結子会社を除く関係会社の銀行借入

に対する保証債務であります。 

 連結子会社を除く関係会社の銀行借入

に対する保証債務であります。 
  

内訳 金額（百万円）

東京バンドーコンベヤ㈱ 100

  

内訳 金額（百万円）

東京バンドーコンベヤ㈱ 100

内訳 金額（百万円）

東京バンドーコンベヤ㈱ 100

      

※４．中間連結財務諸表提出会社は、グルー

プとしての資金調達の効率化および安定

化をはかるため、取引銀行５行のシンジ

ケートローン方式によるコミットメント

ライン契約を締結しております。 

 融資枠設定額は3,000百万円であり、

当中間連結会計期間末における本契約に

基づく借入金残高はありません。 

───── ※４．連結財務諸表提出会社は、グループと

しての資金調達の効率化および安定化を

はかるため、取引銀行５行のシンジケー

トローン方式によるコミットメントライ

ン契約を締結しております。 

 なお、融資枠設定額は3,000百万円で

ありますが、当連結会計年度末における

本契約に基づく借入金残高はありませ

ん。 



（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） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な項

目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な項

目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な項

目及び金額は次のとおりであります。 
  

  (百万円)

従業員給料 2,625 

荷造費及び運賃 951 

貸倒引当金繰入額 65 

退職給付費用 244 

役員退職引当金繰入額 21 

  
  (百万円)

従業員給料 2,561 

荷造費及び運賃 973 

貸倒引当金繰入額 5 

退職給付費用 246 

役員退職引当金繰入額 5 

  (百万円)

従業員給料 5,152 

荷造費及び運賃 1,885 

貸倒引当金繰入額 78 

退職給付費用 459 

役員退職引当金繰入額 50 

※２．    ───── ※２．固定資産売却益の主なものは、土地、

リース資産の売却によるものでありま

す。 

※２．固定資産売却益の主なものは、運搬具

などの売却によるものであります。 

※３．固定資産廃棄売却損の主なものは機械

装置などの廃棄によるものであります。 

※３．固定資産廃棄売却損の主なものは機械

装置などの廃棄によるものであります。 

※３．固定資産廃棄売却損の主なものは、土

地などの売却および機械装置などの廃棄

によるものであります。 

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） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に記載されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に記載されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に記載されている科目の金額との関係 

（平成16年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） （平成17年３月31日現在） 
  
  (百万円)

現金及び預金勘定 2,933 

預入期間が３か月を超え
る定期預金 

△7 

現金及び現金同等物 2,926 

  
  (百万円)

現金及び預金勘定 4,572 

預入期間が３か月を超え
る定期預金 

△11 

現金及び現金同等物 4,560 

  (百万円)

現金及び預金勘定 4,933 

預入期間が３か月を超え
る定期預金 

△30 

現金及び現金同等物 4,903 



（リース取引関係） 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．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

ス取引に係る注記 

１．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

ス取引に係る注記 

１．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

ス取引に係る注記 

貸主側 貸主側 貸主側 

① リース物件の取得価額、減価償却累計額

及び中間期末残高 

① リース物件の取得価額、減価償却累計額

及び中間期末残高 

① リース物件の取得価額、減価償却累計額

及び期末残高 
  

  

有形固
定資産
「その
他」 
(百万円) 

無形固
定資産 
(百万円) 

合計 
(百万円)

取得価額 1,269 203 1,472

減価償却累計
額 

739 84 824

中間期末残高 529 118 647

 当中間連結会計期間においてリース事業

を売却したため、該当事項はありません。 
有形固
定資産
「その
他」 
(百万円) 

無形固
定資産 
(百万円) 

合計
(百万円)

取得価額 1,305 207 1,513

減価償却累計
額 

834 97 932

期末残高 470 109 580

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

１年以内 259百万円

１年超 454百万円

合計 713百万円

 該当事項はありません。 １年以内 238百万円

１年超 400百万円

合計 638百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、受取利子込み法により算定しており

ます。 

  （注）未経過リース料期末残高相当額は、受

取利子込み法により算定しております。 

③ 受取リース料及び減価償却費 ③ 受取リース料及び減価償却費 ③ 受取リース料及び減価償却費 
  

受取リース料 150百万円

減価償却費 135百万円

  
受取リース料 118百万円

減価償却費 107百万円

受取リース料 307百万円

減価償却費 270百万円

借主側 借主側 借主側 

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 
  

  

機械装
置及び
運搬具 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

合計 
(百万円)

取得価額相当
額 

34 107 141

減価償却累計
額相当額 

19 47 66

中間期末残高
相当額 

15 60 75

  

  

機械装
置及び
運搬具 
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額相当
額 

168 254 423

減価償却累計
額相当額 

9 66 75

中間期末残高
相当額 

159 188 347

機械装
置及び
運搬具 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

合計
(百万円)

取得価額相当
額 

37 104 141

減価償却累計
額相当額 

22 66 88

期末残高相当
額 

14 38 53

（注）取得価額相当額は、支払利子込み法に

より算定しております。 

（注）取得価額相当額は、支払利子込み法に

より算定しております。 

（注）取得価額相当額は、支払利子込み法に

より算定しております。 

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

１年以内 29百万円

１年超 45百万円

合計 75百万円

  
１年以内 112百万円

１年超 234百万円

合計 347百万円

１年以内 25百万円

１年超 27百万円

合計 53百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、支払利子込み法により算定しており

ます。 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、支払利子込み法により算定しており

ます。 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、支

払利子込み法により算定しております。 



  

  

  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） 

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

支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 15百万円

  
支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 15百万円

支払リース料 30百万円

減価償却費相当額 30百万円

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

零とした定額法により算定しております。 

同左 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あり

ませんので、項目等の記載は省略しており

ます。 

  

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年以内 321百万円

１年超 2,905百万円

合計 3,226百万円

  
１年以内 321百万円

１年超 2,584百万円

合計 2,905百万円

１年以内 321百万円

１年超 2,744百万円

合計 3,066百万円



（有価証券関係） 

Ⅰ．前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在） 

  

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）その他有価証券で時価のあ
るもの 

株式 3,789 5,609 1,819 

合計 3,789 5,609 1,819 

(2）時価評価されていない主な「有価証券」の内容および、中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 
  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 496百万円

その他 5百万円

(3）取得原価は、減損処理後の帳簿価額を記載しております。なお、当中間連結会計期間末においては減損処理

の対象となるものはありません。 

 なお、減損処理にあたっては、取得原価に対し時価の下落率が30％以上で回復の可能性があると認められな

い銘柄につき適用の対象としております。 



Ⅱ．当中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

  

Ⅲ．前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

  

（デリバティブ取引関係） 

 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、該当事項はありません。 

  

  

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）その他有価証券で時価のあ
るもの 

株式 3,250 7,310 4,059 

合計 3,250 7,310 4,059 

(2）時価評価されていない主な「有価証券」の内容および、中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 
  

非上場株式 514百万円

その他 15百万円

(3）取得原価は、減損処理後の帳簿価額を記載しております。なお、当中間連結会計期間末においては減損処理

の対象となるものはありません。 

 なお、減損処理にあたっては、取得原価に対し時価の下落率が30％以上で回復の可能性があると認められな

い銘柄につき適用の対象としております。 

  取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）その他有価証券で時価のあ
るもの 

株式 3,222 5,802 2,579 

合計 3,222 5,802 2,579 

(2）時価評価されていない主な「有価証券」の内容および、連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 
  

非上場株式 507百万円

その他 15百万円

(3）取得原価は、減損処理後の帳簿価額を記載しております。なお、当連結会計年度末においては減損処理の対

象となるものはありません。 

 なお、減損処理にあたっては、取得原価に対し時価の下落率が30％以上で回復の可能性があると認められな

い銘柄につき適用の対象としております。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

  

 （注）１．事業区分の方法は、製品の種類毎に、販売方法、販売市場等の類似性を考慮し、次のような事業区分としております。 

２．事業区分の主要製品 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、1,885百万円であり、その主なものは、当社の管

理部門に係る費用ならびに研究開発費用であります。 

  

  
ベルト工業
用品 
（百万円） 

化成品
（百万円） 

その他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 34,196 2,748 1,337 38,282 － 38,282

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

3 29 1,649 1,683 (1,683) －

計 34,200 2,778 2,987 39,965 (1,683) 38,282

営業費用 29,405 2,655 2,846 34,907 195 35,103

営業利益 4,794 123 140 5,057 (1,879) 3,178

事業の区分 主要な製品

ベルト、工業用品 
運搬ベルト、伝動ベルト及びその関連製品、防水シート、鉄道資材、ライニング材、防振
ゴム、籾摺ロール、ゴム・ポリウレタン製工業用品、ＯＡ機器部品、電子機器関連部品、
精密樹脂工業用品 

化成品 合成樹脂フイルムシート、合成皮革、合成樹脂タイル

その他 
機械設備、不動産業、保険代理業、設備機器等のリース業、ゴルフ場の経営、輸出入業務
の代行、その他 



当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

  

 （注）１．事業区分の方法は、製品の種類毎に、販売方法、販売市場等の類似性を考慮し、次のような事業区分としております。 

２．事業区分の主要な製品 

なお、主要な製品名につき、前連結会計年度より従来の表記を見直し、現状の主要製品に合った名称に変更しておりま

す。 

当該変更は記載する主要な製品名の変更であり、そこに属する製品等の変更はありません。 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,627百万円であり、その主なものは当社の管

理部門に係る費用ならびに研究開発費用であります。 

  

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

  

 （注）１．事業区分の方法は、製品の種類毎に、販売方法、販売市場等の類似性を考慮し、次のような事業区分としております。 

  
ベルト工業
用品 
（百万円） 

化成品
（百万円） 

その他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 36,223 2,686 1,456 40,366 － 40,366

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

7 6 2,091 2,104 (2,104) －

計 36,230 2,693 3,548 42,471 (2,104) 40,366

営業費用 32,627 2,522 3,319 38,469 (506) 37,962

営業利益 3,603 170 228 4,002 (1,598) 2,403

事業の区分 主要な製品

ベルト、工業用品 
伝動ベルト・伝動システム製品、運搬ベルト・運搬システム製品および関連製品、マルチ
メディア・精密機器部品、ＦＡ関連部品および免震装置・免震ゴム・防水シートなどの土
木・建築資材など 

化成品 
建築資材用・装飾表示用・医療資材用・工業資材用・生活関連用などの高機能フィルムお
よびその高加工度製品など 

その他 機械設備の製造・販売、不動産販売・仲介、ゴルフ場の経営など

  
ベルト工業
用品 
（百万円） 

化成品
（百万円） 

その他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 68,628 5,544 2,785 76,958 － 76,958

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

15 32 2,671 2,719 (2,719) －

計 68,644 5,576 5,457 79,678 (2,719) 76,958

営業費用 60,139 5,387 5,189 70,716 481 71,197

営業利益 8,505 189 267 8,961 (3,201) 5,760



２．事業区分の主要な製品 

なお、主要な製品名につき、従来の表記を見直し、現状の主要製品に合った名称に変更しております。 

当該変更は記載する主要な製品名の変更であり、そこに属する製品等の変更はありません。 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は3,134百万円であり、その主なものは当社の管

理部門に係る費用ならびに研究開発費用であります。 

  

【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） 

  

事業の区分 主要な製品

ベルト、工業用品 
伝動ベルト・伝動システム製品、運搬ベルト・運搬システム製品および関連部品、マルチ
メディア・精密機器部品、ＦＡ関連部品および免震装置・免震ゴム・防水シートなどの土
木・建築資材など 

化成品 
建築資材用・装飾表示用・医療資材用・工業資材用・生活関連用などの高機能フィルムお
よびその高加工度製品など 

その他 機械設備の製造・販売、不動産販売・仲介、ゴルフ場の経営など

  
日本 

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 32,433 5,848 38,282 － 38,282

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

2,194 100 2,295 (2,295) －

計 34,628 5,949 40,577 (2,295) 38,282

営業費用 29,954 5,704 35,658 ( 554) 35,103

営業利益 4,674 245 4,919 (1,740) 3,178

  
日本 

（百万円） 
その他の地域
（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 33,204 7,162 40,366 － 40,366

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

2,719 141 2,861 (2,861) －

計 35,924 7,304 43,228 (2,861) 40,366

営業費用 31,978 7,196 39,174 (1,211) 37,962

営業利益 3,946 107 4,053 (1,649) 2,403



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．日本以外の地域については、いずれも10％未満であるため「その他の地域」として一括して記載しております。 

２．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門に係る費用ならびに

研究開発費用であります。 

前中間連結会計期間   1,885百万円 

当中間連結会計期間   1,627百万円 

前連結会計年度     3,134百万円 

  

  

  
日本 

（百万円） 
その他の地域
（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 65,054 11,903 76,958 － 76,958

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

3,957 162 4,119 (4,119) －

計 69,012 12,066 81,078 (4,119) 76,958

営業費用 60,235 11,805 72,041 (843) 71,197

営業利益 8,776 260 9,037 (3,276) 5,760



【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） 

  

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,051 3,342 8,394 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 38,282 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

13.2 8.7 21.9 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,179 3,654 9,834 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 40,366 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

15.3 9.1 24.4 



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．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

２．国または地域の区分の方法および、各区分に属する主な国または地域 

(1）国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国または地域 

アジア……………………中国、タイ、インドネシアほか 

その他……………………米国、ヨーロッパ、オセアニア、中南米ほか 

  

（１株当たり情報） 

  

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

  

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 10,601 6,559 17,160 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 76,958 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

13.8 8.5 22.3 

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株当たり純資産額（円） 324.54 363.95 334.98 

１株当たり中間（当期）純
利益（円） 

25.49 21.19 38.24 

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益（円） 

25.42 21.15 38.14 

  
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    

中間（当期）純利益（百万円） 2,674 2,196 4,086 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 80 

（うち利益処分による役員賞与 
（百万円）） 

－ － 80 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円） 

2,674 2,196 4,006 

普通株式の期中平均株式数（千株） 104,917 103,656 104,778 

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益 

   

中間（当期）純利益調整額(百万円) － － － 

普通株式増加数（千株） 289 217 266 

（うちストックオプション（自己株
式取得方式）（千株）） 

289 217 266 



（重要な後発事象） 

  

(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） 

────── （関連会社の子会社化） ────── 

   当社が50％を出資しておりました

韓国の持分法適用関連会社DONGIL 

BANDO CO.,LTD.につきまして、平成

17年９月１日をもって100％出資の

子会社とし、社名をBANDO KOREA 

CO.,LTD.に変更しております。な

お、同社の中間決算日は６月30日で

あるため当中間連結会計期間におい

ては、持分法を適用しております。 

 DONGIL BANDO CO.,LTD.の平成17

年６月中間期における売上高は200

億ウォン（約21億円）、総資産は

293億ウォン（約31億円）でありま

す。 

  

      

────── （子会社および関連会社の合併） ────── 

   連結子会社である東日本バンドー

㈱は平成17年10月１日を合併期日と

して、持分法適用関連会社東京バン

ドーコンベヤ㈱を吸収合併しており

ます。 

 東京バンドーコンベヤ㈱の平成17

年７月中間期における売上高は

1,171百万円、総資産は1,534百万円

であります。 

  



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金   620  2,320 3,355  

２．受取手形   1,860  2,759 1,800  

３．売掛金   14,684  14,484 13,736  

４．たな卸資産   2,792  2,984 3,015  

５．短期貸付金   5,335  2,432 3,789  

６．その他   2,412  2,333 2,646  

貸倒引当金   △27  △23 △24  

流動資産合計    27,678 41.4 27,291 39.6  28,318 41.9

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 
※１ 
※２ 

    

(1）建物   6,321  6,377 6,359  

(2）機械及び装置   7,962  8,905 8,689  

(3）土地   3,627  3,596 3,627  

(4）建設仮勘定   1,388  1,408 1,190  

(5）その他   1,714  1,741 1,684  

計    21,013 22,029  21,551 

２．無形固定資産    465 685  453 

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券   5,957  7,630 6,142  

(2）関係会社株式   7,054  8,391 7,054  

(3）その他   4,827  2,972 4,135  

貸倒引当金   △98  △95 △95  

計    17,740 18,900  17,236 

固定資産合計    39,219 58.6 41,615 60.4  39,241 58.1

資産合計    66,897 100.0 68,906 100.0  67,560 100.0

        



  

  

    
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   1,512  1,839 1,531  

２．買掛金   8,920  9,105 8,452  

３．短期借入金 ※４ 360  438 430  

４．未払法人税等   991  778 1,512  

５．その他   6,426  6,836 7,173  

流動負債合計    18,211 27.2 18,999 27.6  19,100 28.3

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金   8,320  8,240 8,280  

２．退職給付引当金   2,317  2,057 2,147  

３．役員退職引当金   381  347 398  

４．その他   4,825  3,987 4,031  

固定負債合計    15,844 23.7 14,631 21.2  14,857 22.0

負債合計    34,055 50.9 33,630 48.8  33,958 50.3

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    10,951 16.3 10,951 15.9  10,951 16.2

Ⅱ 資本剰余金       

１．資本準備金   2,738  2,738 2,738  

２．その他資本剰余金   5,292  4,085 4,080  

資本剰余金合計    8,030 12.0 6,823 9.9  6,818 10.1

Ⅲ 利益剰余金       

１．任意積立金   9,733  9,733 9,733  

２．中間（当期）未処
分利益 

  3,763  5,539 4,760  

利益剰余金合計    13,497 20.2 15,273 22.2  14,494 21.4

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   1,062 1.6 2,365 3.4  1,485 2.2

Ⅴ 自己株式    △699 △1.0 △137 △0.2  △148 △0.2

資本合計    32,841 49.1 35,276 51.2  33,602 49.7

負債資本合計    66,897 100.0 68,906 100.0  67,560 100.0

        



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    28,160 100.0 29,285 100.0  56,048 100.0

Ⅱ 売上原価    20,092 71.4 22,056 75.3  40,345 72.0

売上総利益    8,067 28.6 7,229 24.7  15,702 28.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   5,520 19.6 5,572 19.0  11,095 19.8

営業利益    2,547 9.0 1,657 5.7  4,606 8.2

Ⅳ 営業外収益       

受取利息   47  24 76  

その他   657  674 1,191  

営業外収益合計    704 2.5 698 2.4  1,268 2.3

Ⅴ 営業外費用       

支払利息   63  65 118  

その他   309  309 633  

営業外費用合計    372 1.3 374 1.3  752 1.3

経常利益    2,878 10.2 1,980 6.8  5,121 9.1

Ⅵ 特別利益    － － － －  175 0.3

Ⅶ 特別損失 ※１  1,639 5.8 87 0.3  1,850 3.3

税引前中間（当期）
純利益 

   1,238 4.4 1,893 6.5  3,447 6.2

法人税、住民税及び
事業税 

  482  632 1,240  

法人税等調整額   69 552 2.0 26 659 2.3 208 1,449 2.6

中間（当期）純利益    686 2.4 1,233 4.2  1,997 3.6

前期繰越利益    3,076 4,306  3,076 

中間配当額    － －  314 

中間（当期）未処分
利益 

   3,763 5,539  4,760 

        



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）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社及び関連会社株式 同左 子会社及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法   移動平均法による原価法 

  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 

  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して

おります） 

  期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定しており

ます） 

  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   移動平均法による原価法 

  (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

   時価法 同左 同左 

  (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

  製品、原材料及び仕掛品 同左 同左 

  先入先出法による原価法     

  商品、貯蔵品     

  総平均法による原価法     

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産………定率法 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

 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  10～40年 

 機械装置及び運搬具 

５～10年 

同左 同左 

  (2）無形固定資産………定額法 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   なお、営業権は商法施行規則

で規定する期間内での均等償

却、自社利用のコンピューター

ソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）

に基づく定額法。 

同左 同左 

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 

   債権の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

見込額を計上しております。 

同左 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） 

  (2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 (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

給付債務および年金資産の見込

額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認めら

れる額を計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による定額法に

より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とし

ております。 

同左  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

給付債務および年金資産の見込

額に基づき、計上しておりま

す。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による定額法に

より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とし

ております。 

  (3）役員退職引当金 (3）役員退職引当金 (3）役員退職引当金 

   役員（執行役員を含む）の退

職慰労金支給に備えるため、内

規に基づく期末要支給額のうち

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、平成16年６月から取締

役および監査役の退職慰労金に

ついては役員退職慰労金の内規

を廃止し、以後引当計上を行っ

ておりません。すでに発生して

いる役員退職慰労金の支給は、

退任時まで凍結しております。 

 役員(執行役員を含む)の退職

慰労金支給に備えるため、内規

に基づく期末要支給額のうち当

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、平成17年４月から、執

行役員の退職慰労金について、

執行役員退職慰労金の内規を廃

止したため引当計上を行ってお

りません。また、取締役および

監査役の退職慰労金については

平成16年６月から役員退職慰労

金の内規を廃止し、以後引当計

上を行っておりません。すでに

発生している役員(執行役員を

含む)退職慰労金の支給は、退

任時まで凍結しております。 

 役員（執行役員を含む）の退

職慰労金支給に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

 なお、平成16年６月から取締

役および監査役の退職慰労金に

ついては役員退職慰労金の内規

を廃止し、以後引当計上を行っ

ておりません。すでに発生して

いる役員退職慰労金の支給は、

退任時まで凍結しております。 

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。 

同左 同左 

５．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 

   繰延ヘッジ処理によっており

ます。ただし、為替予約が付さ

れている外貨建金銭債権債務に

ついては振当処理を行ってお

り、また金利スワップについて

は特例処理を採用しておりま

す。 

同左 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） 

  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：為替予約取引・

金利スワップ取

引 

同左 同左 

  ヘッジ対象：外貨建金銭債権

債務および外貨

建予定取引・変

動金利の借入金 

    

  ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

   外貨建取引については、その

取引契約時に為替予約により円

貨額を確定させ、為替リスクに

ついてヘッジすることを原則と

しております。 

 また、変動金利の借入による

調達資金を固定金利の資金調達

に換えるため、金利スワップ取

引を行っております。 

同左 同左 

  ④ ヘッジ有効性の評価の方法 ④ ヘッジ有効性の評価の方法 ④ ヘッジ有効性の評価の方法 

   ヘッジ対象とヘッジ手段の相

場変動の累計を比較し、両者の

変動額等を基礎にして判断をし

ております。 

 また、金利スワップについて

は、特例処理の要件を満たして

いるかの判定をもって有効性の

判定に代えております。 

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 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

 同左  同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

表示方法の変更 

  

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） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） ────── 

   当中間会計期間より、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））および「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） 

   「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となることおよび「金融商品会計に関す

る実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年

２月15日付で改正されたことに伴い、前中間会計期間ま

で投資その他の資産の「その他」に含めていた投資事業

有限責任組合への出資金を、当中間会計期間より「投資

有価証券」に含めて表示しております。この変更により

「投資有価証券」は、10百万円増加し、投資その他の資

産の「その他」は同額減少しております。 



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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

外形標準課税 

 「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日以降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

価値割および資本割56百万円を販売

費及び一般管理費として処理してお

ります。 

────── 外形標準課税 

 「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日以降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、当期から「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お

よび資本割109百万円を販売費及び

一般管理費として処理しておりま

す。 

  

────── ────── 厚生年金基金の代行部分返上 

当社は、確定給付企業年金法の施

行に伴い、厚生年金基金の代行部分

について厚生労働大臣から、平成15

年２月17日の将来支給義務停止の認

可に続いて、平成17年３月1日に過

去分返上の認可を受けました。 

 また、これに伴い、厚生年金基金

制度を企業年金基金制度に変更して

おります。 

 なお、当社は「退職給付会計に関

する実務指針（中間報告）」（日本

公認会計士協会会計制度委員会報告

第13号）第47-２項に定める経過措

置を適用し、将来支給義務停止の認

可の日において代行部分に係る退職

給付債務と返還相当額の年金資産を

消滅したものとみなして処理してお

りますが、平成17年３月1日の過去

分返上認可を受け、データマッチン

グの結果生じた差額76百万円を厚生

年金代行返上益として当期において

特別利益に計上しております。 

 当期末現在において測定された返

還相当額は、11,688百万円でありま

す。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

（中間損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

  
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．有形固定資産の減価償

却累計額 

  
  (百万円)

  44,858 

  (百万円)

  45,579 

  (百万円)

  45,000 

  

  

※２．担保に供している資産 

工場財団 

土地 

建物 

上記に対する債務 

預り金 

長期預り金 

長期借入金 
（内一年内返済予定
分） 

  
  (百万円)

  1,499 

  240 

  553 

    

  219 

  1,973 

  400 
（ 80） 

  

  (百万円)

  1,433 

  240 

  517 

    

  219 

  1,753 

  320 
（ 80） 

  

  (百万円)

  1,453 

  240 

  520 

    

  219 

  1,753 

  360 
（ 80） 

  

３．保証債務       
  

  

関係会社の銀行借入
金に対する保証債務 

  

  

(百万円)

BANDO USA,INC. 

1,294 
（11,550千米ドル） 

BANDO KOCKAYA BELT 
MANUFACTURING (TURKEY)INC. 

1,232 
（11,000千米ドル） 

東京バンドーコンベヤ㈱ 

100 

(百万円)

BANDO USA,INC. 

1,442 
（12,628千米ドル） 

BANDO KOCKAYA BELT 
MANUFACTURING (TURKEY)INC. 

1,770 
（15,500千米ドル） 

BANDO BELT (TIANJIN) CO.,LTD. 

350 

東京バンドーコンベヤ㈱ 

100 

(百万円) 

BANDO USA,INC.  

1,370 
（12,650千米ドル） 

 

BANDO KOCKAYA BELT 
MANUFACTURING (TURKEY)INC. 

 

1,603 
（14,800千米ドル） 

 

BANDO BELT (TIANJIN) CO.,LTD. 

350 

東京バンドーコンベヤ㈱ 

100 

※４．コミットメントライン

契約 

 コミットメントライン契約につ

きましては、注記事項（中間連結

貸借対照表関係）４．を参照下さ

い。 

─────  コミットメントライン契約につ

きましては、注記事項（中間連結

貸借対照表関係）４．を参照下さ

い。 

  
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．特別損失の主な内訳 

  
  (百万円)

子会社支援損 1,376

固定資産廃棄売却
損 

257

（うち、売却損の内容） 

土地売却損 9

機械及び装置売
却損 

6

  
───── 

  

  (百万円)

子会社支援損 1,376

固定資産廃棄売却
損 

374

（うち、売却損の内容） 

土地売却損 9

   

  
 ２．減価償却実施額 

有形固定資産 

無形固定資産 

  
  (百万円)

  1,279

  69

  (百万円)

  1,395

  76

  (百万円)

  2,787

  140



（リース取引関係） 

  

  

  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 
（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

引に係る注記 

 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

引に係る注記 

 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

引に係る注記 

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)

機械及び装置 38 11 27

工具、器具及
び備品 

569 360 209

その他 305 175 130

合計 914 547 367

  

  

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)

機械及び装置 24 0 23

工具、器具及
び備品 

121 12 109

その他 103 1 101

合計 249 15 234

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械及び装置 38 13 25

工具、器具及
び備品 

580 408 171

その他 340 203 136

合計 959 625 333

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

１年以内 145百万円

１年超 222百万円

合計 367百万円

  
１年以内 73百万円

１年超 161百万円

合計 234百万円

１年以内 135百万円

１年超 198百万円

合計 333百万円

 なお、取得価額相当額および未経過リー

ス料中間期末残高相当額は支払利子込み法

により算出しております。 

 なお、取得価額相当額および未経過リー

ス料中間期末残高相当額は支払利子込み法

により算出しております。 

 なお、取得価額相当額及び未経過リース

料期末残高相当額は支払利子込み法により

算出しております。 

③ 支払リース料等 ③ 支払リース料等 ③ 支払リース料等 
  
(1）支払リース料 77百万円

(2）減価償却費相当額 77百万円

  
(1）支払リース料 70百万円

(2）減価償却費相当額 70百万円

(1）支払リース料 158百万円

(2）減価償却費相当額 158百万円

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

零とした定額法によっております。 

同左 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あり

ませんので、項目等の記載は省略しており

ます。 

  

 オペレーティング・リース取引  オペレーティング・リース取引  オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年以内 321百万円

１年超 2,905百万円

合計 3,226百万円

  
１年以内 321百万円

１年超 2,584百万円

合計 2,905百万円

１年以内 321百万円

１年超 2,744百万円

合計 3,066百万円



（有価証券関係） 

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

ありません。 

  



（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） 

────── （関連会社の子会社化） 

（子会社および関連会社の合併） 

────── 

   当中間連結会計期間における注記

「重要な後発事象」を参照下さい。 

  



(2）【その他】 

中間配当 

 平成17年11月18日の取締役会において、下記のとおり第83期の中間配当を行うことを決議しました。 

中間配当金総額    ：414百万円 

１株当たり中間配当額 ： 4円00銭 

  

  



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82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27日関東財務局長に提出 

(2）自己株券買付状況報告書 

 報告期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年３月31日）平成17年４月15日関東財務局長に提出 

（自 平成17年４月１日 至 平成17年４月30日）平成17年５月12日 

（自 平成17年５月１日 至 平成17年５月31日）平成17年６月14日 

（自 平成17年６月１日 至 平成17年６月30日）平成17年７月14日 

（自 平成17年11月１日 至 平成17年11月30日）平成17年12月13日 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

 該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

  

    平成16年12月20日   

バンドー化学株式会社       

  取締役会 御中   

  神陽監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 斎藤 二郎  印 

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 川本 章雄  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」に掲げられているバ

ンドー化学株式会社の平成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、バンドー化学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、その原本は当社が中間連結財務諸表

に添付する形で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20日   

バンドー化学株式会社       

  取締役会 御中   

  神陽監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 川本 章雄  印 

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 片桐 義則  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」に掲げられているバ

ンドー化学株式会社の平成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、バンドー化学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 

※ 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、その原本は当社が中間連結財務諸表

に添付する形で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20日   

バンドー化学株式会社       

  取締役会 御中   

  神陽監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 斎藤 二郎  印 

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 川本 章雄  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」に掲げられているバ

ンドー化学株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第82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、バンドー化学株式会社の平成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、その原本は当社が中間財務諸表に添

付する形で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20日   

バンドー化学株式会社       

  取締役会 御中   

  神陽監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 川本 章雄  印 

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 片桐 義則  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」に掲げられているバ

ンドー化学株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第83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、バンドー化学株式会社の平成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 

※ 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、その原本は当社が中間財務諸表に添

付する形で別途保管しております。 
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