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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82期中 第83期中 第84期中 第82期 第83期 

会計期間 

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18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

(1）連結経営指標等   

売上高（百万円） 38,282 40,366 46,522 76,958 84,257

経常利益（百万円） 3,679 2,902 3,828 6,545 5,980

中間(当期)純利益（百万円） 2,674 2,196 2,146 4,086 3,713

純資産額（百万円） 33,971 37,740 40,974 34,789 39,615

総資産額（百万円） 76,093 82,428 91,009 78,237 87,887

１株当たり純資産額（円） 324.54 363.95 396.50 334.98 390.20

１株当たり中間(当期)純利益
（円） 

25.49 21.19 21.17 38.24 35.23

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益（円） 

25.42 21.15 21.16 38.14 35.17

自己資本比率（％） 44.6 45.8 44.2 44.5 45.1

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

5,063 1,779 5,977 9,814 6,057

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△3,823 △3,138 △4,370 △6,236 △8,984

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△861 982 △700 △1,223 234

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（百万円） 

2,926 4,560 3,289 4,903 2,423

従業員数（人） 
［外、平均臨時雇用者数］ 

2,759 
［728］

2,942
［748］

3,316
［795］

2,859 
［712］

3,177
［721］



  

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を

適用しております。 

３．平成18年３月期の１株当たり配当額は、創業100周年記念配当５円を含んでおります。 

  

 

回次 第82期中 第83期中 第84期中 第82期 第83期 

会計期間 

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18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

(2）提出会社の経営指標等   

売上高（百万円） 28,160 29,285 30,456 56,048 57,946

経常利益（百万円） 2,878 1,980 2,869 5,121 4,387

中間(当期)純利益（百万円） 686 1,233 1,730 1,997 2,595

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） 107,027 104,227 101,627 104,227 101,627

純資産額（百万円） 32,841 35,276 36,462 33,602 36,332

総資産額（百万円） 66,897 68,906 73,081 67,560 70,278

１株当たり配当額（円） 3.00 4.00 4.00 7.00 13.00

自己資本比率（％） 49.1 51.2 49.9 49.7 51.7

従業員数（人） 
［外、平均臨時雇用者数］ 

1,367 
［628］

1,349
［653］

1,355
［704］

1,347 
［635］

1,343
［657］



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（当社および当社の関係会社）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、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

 



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 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18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 
2,874 
［719］ 

化成品 
120 
［44］ 

その他 
113 
［26］ 

全社（共通） 
209 
［6］ 

合計 
3,316 
［795］ 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 
1,355 
［704］ 



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当社グループを取り巻く市場環境は、世界的な原油価格の高騰とそれに伴う石油関連原材料価

格等の高騰の影響を受けましたが、国内におきましては、企業収益の拡大などに伴う民間設備投資の増加や個人消費の拡大な

ど、昨年に引き続き緩やかな回復基調で推移いたしました。また、海外におきましても、米国景気は個人消費や設備投資の伸

びが穏やかになったものの堅調に推移し、中国をはじめとするアジア経済も総じて好調に推移いたしました。 

 こうした中、当社グループは、３カ年の中期経営計画である『第２次アクションプラン』の最終年度として、顧客のグロー

バル化に対応した生産・販売体制の強化やナノ粒子創生技術を活用した製品の開発、財務体質の強化、総原価低減活動などの

各種施策を進めるとともに、国内外において積極的な営業活動を展開いたしました。 

 その結果、当中間連結会計期間の売上高は465億２千２百万円となり、前年同期に比べ15.2％増加いたしました。利益の面で

は、原材料価格の高騰などはあったものの、増収に伴う利益の増加および原価低減や販売価格の値上げの効果により営業利益

は38億５千１百万円となり、前年同期に比べ60.2％増加、経常利益は38億２千８百万円となり、前年同期に比べ31.9％増加と

なりました。中間純利益は21億４千６百万円となり、前年同期に比べ2.3％減少となりました。 

 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］ 

 ベルト・工業用品部門における製品群別の概況につきましては、次のとおりであります。 

  

運搬ベルト製品： 堅調な民間設備投資に支えられるなか、一般コンベヤベルト、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）などの販売が伸長いたしました。 

  

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前年度に引き続き増加するなか

で、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やオートテンショナ、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が伸長いたしました。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や二輪車用の変速ベルトの販売が伸長いたしました。 

  

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によって、省エネレッドをはじ

めとする産業機械用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。新製品であります、高負荷

タイプの同期搬送用ベルト（ポリウレタンタイプ）がファクトリー・オートメーション用途で採用され伸長いたしました。 

  

マルチメディア・パーツ関連製品： 電子写真出力機器に使用されるフルカラー用高機能ローラーが伸長いたしました。環

境に優しいポリマ材料による新製品であります、ウルトラ柔軟エコ・シンクロベルト（精密ベルト）が金銭端末機器などに

採用されました。 

  

土木・建築関連製品： 引き続き国内市場が低調に推移するなかで、防水シートの販売は前年同期並みとなりました。 

  

 これらの結果、当部門の売上高は428億９千３百万円（前年同期比18.4％増）となり、営業利益は、52億円（前年同期比

44.3％増）となりました。 

  

 



［化成品部門］ 

 化成品部門におきましては、付加価値の高い装飾表示用の粘着加工製品の販売が伸長し、また医療用フィルム、工業用フィ

ルムの販売が増加する一方で、建築資材用・生活関連用の塩ビ系フイルム・シートの需要が減退いたしました。 

 これらの結果、当部門の売上高は26億７千２百万円（前年同期比0.8％減）、営業利益は、総原価の低減活動や販売価格の値

上げ等により、２億８百万円（前年同期比22.4％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。前年同期においては、海外生産拠点向けの設備売上が通年よりも多く計上されていたこともあり、当中間連結会計期間の

売上高は20億２千３百万円（前年同期比43.0％減）、営業利益は１億５千４百万円（前年同期比32.1％減）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状況を背景に一般コンベヤベルト、軽搬送用ベルト（サンラインベル

ト）等の販売が伸長いたしました。また、新製品の販売開始が寄与し、同期搬送用ベルト（LSB-U）の販売も順調に伸長いたし

ました。 

 伝動ベルト製品につきましては、引き続き自動車生産台数が好調のなか、補機駆動用ベルト、オートテンショナおよび一方

向クラッチ内蔵プーリ（バンドー・スムース・カップラー）の販売が順調に拡大いたしました。さらに、「省エネと環境」に

配慮した一般産業用ベルト（省エネレッド）の販売も順調に伸長いたしました。 

 マルチメディア関連製品につきましては、顧客への密着度を高めた営業活動と開発・生産体制の拡充等により、電子写真出

力機器に使用されるフルカラー用高機能ローラーの販売が伸長いたしました。また、環境に優しいポリマ材料による新製品で

あります、ウルトラ柔軟エコ・シンクロベルト（精密ベルト）が金銭端末機器などに採用されました。さらに、ＦＤＰ基盤印

刷用のポリウレタン製スキージーも伸長いたしました。 

  

 これらの結果、売上高は374億６千万円（前年同期比4.3％増）、営業利益は50億２千２百万円（前年同期比27.3％増）とな

りました。 

  

［アジア］ 

 中国、韓国、タイ、台湾、インドネシア、インドにおいて、昨年度に自動車・二輪車用ベルトの既存生産拠点の拡充や情報

通信機器関連市場向けマルチメディア関連製品の生産拠点を設立いたしました。これに伴い、自動車分野における補機駆動用

ベルト、オートテンショナ、マルチメディア関連製品、一般産業用ベルトおよび二輪車用ベルトの販売が順調に拡大いたしま

した。また、韓国においては、既存の合弁事業を昨年９月に100％出資の連結子会社としております。 

  

 これらの結果、売上高は87億４千５百万円（前年同期比115.8％増）、営業利益は６億１千５百万円（前年同期比127.8％

増）となりました。 

  

［その他の地域］ 

 北米地域では、顧客への技術サービス体制の拡充が実り、自動車用ベルトと一般産業用ベルトを中心に販売が増加いたしま

した。 

 欧州地域では、東欧他に新たな市場開拓を進めた結果、自動車用ベルトを中心に販売が増加いたしました。 

  

 これらの結果、売上高は40億７千６百万円（前年同期比22.5％増）、営業利益は１億５百万円（前年同期比２億６千８百万

円増）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。また、前連結会計年度から所在地別セグメントを変更したため、所在地別セグメントの状況の前年同期比較にあ

たっては前中間連結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

  

 



(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現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ、８億６千６百万円

増加し、当中間連結会計期間末には32億８千９百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとお

りであります。 

 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、59億７千７百万円の収

入（前中間連結会計期間は17億７千９百万円の収入）となりました。これは、“税金等調整前中間（当期）純利益”37億７千

５百万円、“減価償却費”21億２千９百万円、“売上債権の増加”△22億８百万円、“仕入債務の増加”33億９百万円、“法

人税等の支払”△10億１百万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、△43億７千万円の支出

（前中間連結会計期間は△31億３千８百万円の支出）となりました。これは、主として親会社において“固定資産の取得によ

る支出または売却による収入”が△43億３千６百万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、△７億円の支出（前中

間連結会計期間は９億８千２百万円の収入）となりました。これは、主として創業100周年記念配当を含む“親会社による配当

金の支払額”が△９億１千１百万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 28,780 11.4 

化成品 2,331 △2.6 

その他 147 △55.4 

合計 31,259 9.5 

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 42,941 19.9 5,287 23.0 

化成品 2,276 △12.4 436 45.8 

その他 614 14.7 88 1.7 

合計 45,832 17.7 5,812 24.0 

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 42,879 18.4 

化成品 2,641 △1.7 

その他 1,002 △31.2 

合計 46,522 15.2 



３【対処すべき課題】 

 当社グループは、『MISSION 100』の達成に向けて、次に掲げる項目を重要経営課題とする『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。 

  

(1）コア事業で世界No.１を目指す 

(2）不採算事業の収益を改善する 

(3）会社の成長を支える新製品開発を推進するための経営資源を思い切って投下する 

  

 また、これらの重要経営課題を達成するための基盤づくりとして、以下の課題にも取り組んでおります。 

  

(1）生産・販売におけるグループ・グローバル体制の強化 

 中国・トルコ・インドに拡充した生産拠点の業績を早期に軌道に乗せること、更に海外市場を開拓していくために、生産・

販売体制の整備と強化を進めております。日本においては、平成18年８月10日に、グループファクトリー神戸（グループ会社

が有効に共有活用する工場）を建設稼動し、グループ経営の強化と効率化を進めております。 

(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 

 当社グループの人材を対象として、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養

成を目的とした「ものづくり塾」、更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」を継続し

て開講いたしました。また、営業、技術、製造の機能別のスキルアップ教育や認定制度も導入し、活力のある人材の育成に取

り組んでおります。 

(4）財務体質の強化 

 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より、グローバル事業の強化

と新規製品の開発への投資を積極的に行いました。 

(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加え、機能最適設計の視点でのＶＡ／ＶＥや

国際最適調達および革新工法開発などの課題に取り組んでおります。 

(6）品質保証活動の強化 

 品質保証レベルをさらに向上させるという視点から、人の注意力に頼らない製造方法の構築およびＩＴを活用した流出防止

に取り組んでおります。また、自動車用ベルト製造ラインにおいて、製造履歴の追求が確実に行えるトレーサビリティーシス

テムを導入いたしました。このシステムを用いて、製造工程の条件を自動監視にすることによって、品質の向上にも活用を図

る所存であります。 

(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。2005年７月に南

海工場、2006年２月に和歌山事業所、2006年７月には神戸工場が認定を取得し、合計３事業所に拡大いたしました。引き続き

全事業部の取得に取り組んでまいります。 

  

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、コア技術を基盤として新規製品と新規市場を通して成長していこうという「グループ・ビジョン21」を基

に、ビジョンとして掲げた『MISSION 100』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の開発を目指して

おります。2006年度はその最終年度に当たります。 

 特に、「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、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おり、その中から「精密研磨材」と「実装配線材料」の両事業化への取り組みを加

速しています。 

 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98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15億６千４百万円

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］ 

 運搬ベルト製品は、長寿命化を狙いとした高信頼性の耐熱コンベヤや搬送効率を高めたコンベヤなど、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、引き続いて、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。 

 伝動製品は、自動車、ＡＴＶ・大型二輪車分野において、高伝動能力、高効率を目指した高負荷リブエースや低弾性リブエー

スの開発および、高性能ダブルコグ変速ベルトの開発を進めております。また、一般産業用ベルト分野においては、環境、省エ

ネ、騒音、ロングライフをキーワードとして、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、引き続き当社のコア技術を活かして、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、引き続いて、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を進めており、高級壁装用製品

の開発や広告宣伝用メディア製品の開発に取り組んでいます。さらには、環境にやさしい機能性を追求した建装材（住宅・店舗

内装の材料）、広告看板の表示用材料、医療・化粧品・雑品用材料の製品開発に取り組んでいます。 

  

 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10億７千３百万円、化成品部門に９千１百万円を投

資した他、新規新製品の「研究開発費」として３億９千９百万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】 

 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
方法 

着手及び完了予定年月 

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

着手 完了 

Bando Manufacturing 
(Thailand) Ltd. 
(タイ サムサコーン) 

ベルト・工業用品
伝動ベルト関係設備
の拡充 

141 － 自己資金 平成18年９月 平成19年９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 発行可能株式総数（株） 

普通株式 378,500,000 

計 378,500,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年12月27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 101,627,073 101,627,073
東京証券取引所第一部
大阪証券取引所第一部 

－ 

計 101,627,073 101,627,073 － － 

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18年４月１日～ 
平成18年９月30日 

－ 101,627 － 10,951 － 2,738



(4）【大株主の状況】 

 （注） 上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数3,012千株、および日本マスタートラスト信託銀行株式会社

の所有株式数2,250千株は信託業務に係る株式数であります。 

  

(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。 

  

 

    平成18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 4,915 4.83 

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 4.52 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 4,500 4.42 

バンドー共栄会 神戸市中央区磯上通２丁目２番21号 4,207 4.14 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 4,004 3.93 

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 3.93 

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 3.61 

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,012 2.96 

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 2,351 2.31 

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 2,250 2.21 

計10名 － 37,519 36.91 

   平成18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   166,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 100,301,000 100,295 － 

単元未満株式 普通株式  1,160,073 －
１単元（1,000株）
未満の株式 

発行済株式総数 101,627,073 － － 

総株主の議決権 － 100,295 － 



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提出日後、当半期報告書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 

  

 

      平成18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 

163,000 － 163,000 0.16 

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 － 166,000 － 166,000 0.16 

月別 平成18年４月 平成18年５月 平成18年６月 平成18年７月 平成18年８月 平成18年９月

最高（円） 552 559 541 531 520 535 

最低（円） 505 503 452 462 491 487 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

取締役 
生産技術、北米事
業担当 
伝動事業部長 

取締役 

生産技術、北米事
業担当 
伝動事業部長兼生
産技術センター長 

福田 實 平成18年11月１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。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後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。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後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17年４月１日から平成17年９月30日まで）および

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18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17年

４月１日から平成17年９月30日まで）および当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金    4,572 3,331  2,452 

２．受取手形及び売掛
金 

※５  18,808 20,882  18,662 

３．たな卸資産    7,926 9,012  9,037 

４．その他    3,809 3,809  3,651 

貸倒引当金    △21 △24  △22 

流動資産合計    35,095 42.6 37,012 40.7  33,781 38.4

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 
※１ 
※２ 

    

(1）建物及び構築物   9,671  11,554 10,778  

(2）機械装置及び運
搬具 

  12,364  13,913 14,167  

(3）土地   5,816  7,427 6,569  

(4）建設仮勘定   2,251  2,785 3,696  

(5）その他   1,628 31,732 1,831 37,512 1,784 36,995 

２．無形固定資産    843 2,269  1,836 

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券   12,541  11,869 12,935  

(2）その他   2,405  2,488 2,545  

貸倒引当金   △189 14,757 △142 14,215 △207 15,273 

固定資産合計    47,333 57.4 53,997 59.3  54,106 61.6

資産合計    82,428 100.0 91,009 100.0  87,887 100.0

        



 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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 

※５  15,254 18,968  15,827 

２．短期借入金 ※４  3,898 13,351  10,135 

３．未払法人税等    1,127 1,610  1,112 

４．その他    5,967 7,776  8,337 

流動負債合計    26,248 31.8 41,706 45.8  35,412 40.3

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金    9,248 2,238  5,364 

２．長期預り金    4,029 1,697  1,715 

３．長期未払金    1,635 1,075  1,152 

４．繰延税金負債    46 892  1,178 

５．退職給付引当金    2,433 2,174  2,355 

６．役員退職引当金    458 248  473 

固定負債合計    17,851 21.7 8,328 9.2  12,240 13.9

負債合計    44,100 53.5 50,034 55.0  47,652 54.2

        

（少数株主持分）       

少数株主持分    587 0.7 － －  619 0.7

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    10,951 13.3 － －  10,951 12.4

Ⅱ 資本剰余金    6,823 8.3 － －  5,506 6.3

Ⅲ 利益剰余金    19,808 24.0 － －  20,910 23.8

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   2,422 2.9 － －  3,840 4.4

Ⅴ 為替換算調整勘定    △2,118 △2.5 － －  △1,482 △1.7

Ⅵ 自己株式    △146 △0.2 － －  △111 △0.1

資本合計    37,740 45.8 － －  39,615 45.1

負債、少数株主持分
及び資本合計 

   82,428 100.0 － －  87,887 100.0

        



  

  

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１．資本金    － 10,951  － 

２．資本剰余金    － 5,512  － 

３．利益剰余金    － 22,073  － 

４．自己株式    － △84  － 

株主資本合計    － － 38,453 42.3  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金 

   － 3,123  － 

２．繰延ヘッジ損益    － △1  － 

３．為替換算調整勘定    － △1,358  － 

評価・換算差額等合
計 

   － － 1,762 1.9  － －

Ⅲ 少数株主持分    － － 758 0.8  － －

純資産合計    － － 40,974 45.0  － －

負債純資産合計    － － 91,009 100.0  － －

        



②【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    40,366 100.0 46,522 100.0  84,257 100.0

Ⅱ 売上原価    29,065 72.0 33,147 71.3  60,907 72.3

売上総利益    11,301 28.0 13,375 28.7  23,350 27.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  8,897 22.0 9,523 20.5  18,293 21.7

営業利益    2,403 6.0 3,851 8.3  5,057 6.0

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   16  14 21  

２．受取配当金   73  76 112  

３．持分法による投資
利益 

  359  249 484  

４．不動産賃貸料   178  190 355  

５．保険配当金   74  68 72  

６．その他   180 884 2.2 297 898 1.9 816 1,863 2.2

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   108  257 348  

２．不動産関係諸費用   160  171 325  

３．事業保険料   42  41 83  

４．為替差損   －  354 －  

５．その他   74 385 1.0 96 921 2.0 183 941 1.1

経常利益    2,902 7.2 3,828 8.2  5,980 7.1

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 ※２ 252  14 253  

２．投資有価証券売却
益 

  － 252 0.6 － 14 0.0 2 255 0.3

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産廃棄売却
損 

※３ 93  65 235  

２．投資有価証券評価
損 

  － 93 0.2 1 67 0.1 － 235 0.3

税金等調整前中間
（当期）純利益 

   3,061 7.6 3,775 8.1  6,000 7.1

法人税、住民税及
び事業税 

  953  1,472 1,983  

法人税等調整額   △12 940 2.3 80 1,553 3.3 376 2,359 2.8

少数株主利益（又
は少数株主損失
（△）） 

   △75 △0.2 75 0.2  △73 △0.1

中間(当期)純利益    2,196 5.4 2,146 4.6  3,713 4.4

        



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

［中間連結剰余金計算書］ 

  

 

    
前中間連結会計期間

（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17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高    6,818 6,818

Ⅱ 資本剰余金増加高    

自己株式処分差益   4 4 11 11

Ⅲ 資本剰余金減少高    

自己株式消却額   － － 1,324 1,324

Ⅳ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   6,823 5,506

     

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高    18,090 18,090

Ⅱ 利益剰余金増加高    

中間（当期）純利益   2,196 2,196 3,713 3,713

Ⅲ 利益剰余金減少高    

配当金   414 829

取締役賞与金   64 479 64 894

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   19,808 20,910

     



［中間連結株主資本等変動計算書］ 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

 （注） 定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

10,951 5,506 20,910 △111 37,257

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）  △911  △911

取締役賞与（注）  △71  △71

中間純利益  2,146  2,146

自己株式の取得  △12 △12

自己株式の処分  5 38 44

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

  

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ 5 1,163 26 1,196

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

10,951 5,512 22,073 △84 38,453

  

評価・換算差額等

少数株主
持分 

純資産合計その他有価
証券評価差
額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

3,840 － △1,482 2,357 619 40,234

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）   △911

取締役賞与（注）   △71

中間純利益   2,146

自己株式の取得   △12

自己株式の処分   44

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△716 △1 123 △595 139 △456

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△716 △1 123 △595 139 740

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

3,123 △1 △1,358 1,762 758 40,974



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 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 

  3,061 3,775 6,000 

２．減価償却費   2,093 2,129 4,661 

３．連結調整勘定償却額   3 － 61 

４．のれん償却額   － 105 － 

５．貸倒引当金の減少額   △10 △62 △20 

６．退職給付引当金等の
減少額 

  △114 △406 △209 

７．受取利息及び受取配
当金 

  △90 △91 △134 

８．支払利息   108 257 348 

９．為替差損益   △0 337 21 

10．持分法による投資利
益 

  △359 △249 △484 

11．投資有価証券売却損
益 

  － － △2 

12．固定資産廃棄売却損
益 

  △159 51 △17 

13．投資有価証券評価損   － 1 － 

14．売上債権の増加額   △1,421 △2,208 △86 

15．たな卸資産の増加
（減少）額 

  1 △1 △92 

16．仕入債務の増加（減
少）額 

  273 3,309 △465 

17．確定拠出年金移行に
伴う負債の減少額 

  △113 △101 △620 

18．その他の増減額   67 187 △147 

小計   3,339 7,034 8,812 

19．利息及び配当金の受
取額 

  184 201 296 

20．利息の支払額   △107 △257 △349 

21．法人税等の支払額   △1,637 △1,001 △2,701 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  1,779 5,977 6,057 



 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ．投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１．短期投資の増加によ
る支出または減少に
よる収入 

  19 △12 4 

２．固定資産の取得によ
る支出または売却に
よる収入 

  △1,809 △4,336 △7,284 

３．投資有価証券取得に
よる支出または売却
による収入 

  △11 △7 △11 

４．関係会社株式取得に
よる支出 

  △1,337 － － 

５．連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取
得による支出 

  － － △1,315 

６．その他の増減額   △0 △14 △376 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △3,138 △4,370 △8,984 

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 

  483 58 △1,116 

２．長期借入による収入   930 243 3,549 

３．長期借入金の返済に
よる支出 

  △18 △203 △89 

４．自己株式の取得によ
る支出 

  △16 △12 △1,355 

５．自己株式の売却によ
る収入 

  31 44 88 

６．親会社による配当金
の支払額 

  △414 △911 △829 

７．少数株主への配当金
の支払額 

  △12 △15 △12 

８．少数株主の増資引受
による払込額 

  － 96 － 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  982 △700 234 

    



  

  

  次へ 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 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 

  33 △39 155 

Ⅴ．現金及び現金同等物の
増加（減少）額 

  △342 866 △2,537 

Ⅵ．現金及び現金同等物の
期首残高 

  4,903 2,423 4,903 

Ⅶ．連結範囲変更に伴う現
金及び現金同等物の増
加額 

  － － 57 

Ⅷ．現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  4,560 3,289 2,423 

    



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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  28社  連結子会社数  29社  連結子会社数  29社 

① 国内子会社  14社 ① 国内子会社  14社  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、Bando Manufacturing 

(Dongguan) 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 Korea Co.,Ltd.は、前連

結会計年度まで持分法適用関連会

社であったDongil Bando 

Co.,Ltd.を株式の追加取得により

連結子会社とし、社名を変更した

ものであります。これに伴い、連

結子会社が１社増加しておりま

す。 

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㈱ 

  

同左 

② 海外子会社  14社 ② 海外子会社  15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. 

Bando USA,Inc. 

Bantech Korea Co.,Ltd. 

Bando Jungkong Ltd. 

Bando Korea Co.,Ltd. 

Bando Belt (Tianjin) 

Co.,Ltd. 

Bando Manufacturing 

(Shanghai) Co.,Ltd. 

Bando Manufacturing 

(Dongguan) Co.,Ltd. 

Bando Siix Ltd. 

Bando Manufacturing 

(Thailand) Ltd. 

Pengeluaran Getah Bando 

(Malaysia) Sdn.Bhd. 

Bando (Singapore) Pte.Ltd. 

Bando (India) Pvt.Ltd. 

Bando Kockaya Belt 

Manufacturing (Turkey), 

Inc. 

Bando Europe GmbH 

Bando Iberica, S.A. 



 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 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。 

 なお、Bando Korea Co.,Ltd.

は、持分法適用関連会社であっ

たDongil Bando Co.,Ltd.を株

式の追加取得により前連結会計

年度において連結子会社とし、

社名を変更したものでありま

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  関連会社 ８社  関連会社 ８社 

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. 

バンドー福島販売株式会社 

バン工業用品株式会社 

北陸バンドー販売株式会社 

福井ベルト工業株式会社 

バンドー・ショルツ株式会社 

Sanwu Bando Inc. 

Kee Fatt Industries, 

Sdn.Bhd. 

P.T.Bando Indonesia 

 なお、持分法適用関連会社で

あった東京バンドーコンベヤ株

式会社は、連結子会社である東

日本バンドー株式会社に吸収合

併されたことに伴い、前連結会

計年度より持分法を適用した関

連会社の数より減じておりま

す。 

 株式の追加取得により、持分

法適用関連会社であったDongil 

Bando Co.,Ltd.を前連結会計年

度において連結子会社に移行

し、社名をBando Korea 

Co.,Ltd.に変更しております。 

バンドー福島販売株式会社 

バン工業用品株式会社 

北陸バンドー販売株式会社 

福井ベルト工業株式会社 

バンドー・ショルツ株式会社 

Sanwu Bando Inc. 

Kee Fatt Industries, 

Sdn.Bhd. 

P.T.Bando Indonesia 

 なお、前連結会計年度まで持

分法適用関連会社であった東京

バンドーコンベヤ株式会社は、

連結子会社である東日本バンド

ー株式会社に吸収合併されたこ

とに伴い、持分法を適用した関

連会社の数より減じておりま

す。 

 株式の追加取得により、前連

結会計年度まで持分法適用関連

会社であったDongil Bando 

Co.,Ltd.を連結子会社に移行

し、社名をBando Korea 

Co.,Ltd.に変更しております。

これに伴い、持分法を適用した

関連会社の数より減じておりま

す。 

(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 



 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（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。 

 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。 

 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。 

    

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 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㈱ 

  
中間 
決算日 

会社名

６月30日 Bando USA,Inc. 
Bantech Korea Co.,Ltd. 
Bando Jungkong Ltd. 
Bando Korea Co.,Ltd. 
Bando Belt (Tianjin) 
Co.,Ltd. 
Bando Manufacturing 
(Shanghai) Co.,Ltd. 
Bando Manufacturing 
(Dongguan) Co.,Ltd. 
Bando Siix Ltd. 
Bando Manufacturing 
(Thailand) Ltd. 
Pengeluaran Getah Bando 
(Malaysia) Sdn.Bhd. 
Bando (Singapore) 
Pte.Ltd. 
Bando (India) Pvt.Ltd. 
Bando Kockaya Belt 
Manufacturing (Turkey), 
Inc. 
Bando Europe GmbH 
Bando Iberica,S.A. 

８月31日 西兵庫開発株式会社 

決算日 会社名 

12月31日 Bando USA,Inc. 
Bantech Korea Co.,Ltd. 
Bando Jungkong Ltd. 
Bando Korea Co.,Ltd. 
Bando Belt (Tianjin) 
Co.,Ltd. 
Bando Manufacturing 
(Shanghai) Co.,Ltd. 
Bando Manufacturing 
(Dongguan) Co.,Ltd. 
Bando Siix Ltd. 
Bando Manufacturing 
(Thailand) Ltd. 
Pengeluaran Getah Bando 
(Malaysia) Sdn.Bhd. 
Bando (Singapore) 
Pte.Ltd. 
Bando (India) Pvt.Ltd. 
Bando Kockaya Belt 
Manufacturing (Turkey), 
Inc. 
Bando Europe GmbH 
Bando Iberica,S.A. 

２月末日 西兵庫開発株式会社 



 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(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、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、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。 

 なお、Bantech Korea 

Co.,Ltd.は決算日を３月31日か

ら12月31日に変更しましたの

で、当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12月31日までの９ヶ

月分を使用しておりますが、そ

の影響は軽微であります。 

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） 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定し

ております） 

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(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。 

 定額法 

 なお、のれん（営業権）に

ついては５年の均等償却、自

社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法

によっております。 

 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。 

(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 



  

  

  次へ 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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以後

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。 



 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(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。 

 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、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定

および少数株主持分に含めてお

ります。 

 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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

  

 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）および「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は40,218百万円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

────── 

（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。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、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。 

────── ────── （退職給付に係る会計基準） 

 当連結会計年度より「『退職給付

に係る会計基準』の一部改正」（企

業会計基準第３号 平成17年３月16

日）および「『退職給付に係る会計

基準』の一部改正に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第７号 

平成17年３月16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。 



表示方法の変更 

  

  

  次へ 

  

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 当中間連結会計期間より営業活動によるキャッシュ・

フローの連結調整勘定償却額および営業権償却額を「の

れん償却額」として表示しております。 

 なお、前中間連結会計期間において、営業権償却額は

減価償却費に48百万円含まれております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18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 

51,962百万円 57,616百万円 56,067百万円 

※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 1,095 ( 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 2,090( 536)

機械装置及び運搬具等 340( 340)

土地 1,199( 499)

合計 3,630(1,376)

担保資産 (百万円)

建物及び構築物 1,022 ( 553)

機械装置及び運搬具等 351 ( 351)

土地 740 ( 499)

合計 2,114 (1,404)

  
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   

短期借入金 313(  －)

１年以内返済予定長期
借入金 

80(  －)

長期借入金 160(  －)

預り金 1,753(1,753)

合計 2,307(1,753)
  

担保付債務   

１年以内返済予定長期
借入金 

80(  －)

長期借入金 200(  －)

預り金 1,753(1,753)

合計 2,033(1,753)

（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。 

───── ───── 

  

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４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４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。 

───── ※５．期末日満期手形の会計処理は手形交換

日をもって決済処理をしております。し

たがって、当中間連結会計期間末日は金

融機関の休日のため、次のとおり期末日

満期手形が当中間連結会計期間末日残高

に含まれております。 

───── 

  
  

受取手形 126百万円

支払手形 837百万円

  



（中間連結損益計算書関係） 

  

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類および総数並びに自己株式の種類および株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加のうち主なものは、単元未満株式の買取りであります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少のうち主なものは、ストック・オプションの行使によるものであります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※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 2,561 

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 2,576 

荷造費及び運賃 1,072 

貸倒引当金繰入額 7 

退職給付費用 162 

役員退職引当金繰入額 4 

  (百万円)

従業員給料 4,930 

荷造費及び運賃 2,042 

貸倒引当金繰入額 22 

退職給付費用 477 

役員退職引当金繰入額 16 

※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、土地の

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、土地、

リース資産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。 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当中間連結会計期
間増加株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間減少株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間末株式数 

（千株） 

発行済株式 

普通株式 101,627 － － 101,627 

合計 101,627 － － 101,627 

自己株式 

普通株式（注１，２） 337 24 163 198 

合計 337 24 163 198 

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 
定時株主総会 

普通株式 911 9 平成18年３月31日 平成18年６月23日

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月15日 
取締役会 

普通株式 405 利益剰余金 4 平成18年９月30日 平成18年12月５日



（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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 １．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 

 １．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 

 １．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17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 
  
  (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 3,331 

預入期間が３か月を超え
る定期預金 

△42 

現金及び現金同等物 3,289 

  (百万円)

現金及び預金勘定 2,452 

預入期間が３か月を超え
る定期預金 

△29 

現金及び現金同等物 2,423 



（リース取引関係） 

 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

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 

 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。 

  ① リース物件の取得価額、減価償却累計額

及び期末残高 

 当連結会計年度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。 

② 未経過リース料中間期末残高相当額 

 該当事項はありません。 

  ② 未経過リース料期末残高相当額 

 該当事項はありません。 

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 118百万円

減価償却費 107百万円

  
受取リース料 118百万円

減価償却費 107百万円

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 

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 

210 299 509

減価償却累計
額相当額 

52 116 168

中間期末残高
相当額 

158 183 341

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 

207 283 491

減価償却累計
額相当額 

32 78 111

期末残高相当
額 

175 204 379

（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 112百万円

１年超 234百万円

合計 347百万円

  
１年以内 124百万円

１年超 217百万円

合計 341百万円

１年以内 123百万円

１年超 255百万円

合計 379百万円

（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。 

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 69百万円

減価償却費相当額 69百万円

支払リース料 68百万円

減価償却費相当額 68百万円

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） （減損損失について） （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。 

同左 同左 



  

  

  次へ 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 2,584百万円

合計 2,905百万円

  
１年以内 321百万円

１年超 2,262百万円

合計 2,584百万円

１年以内 321百万円

１年超 2,423百万円

合計 2,744百万円



（有価証券関係） 

Ⅰ．前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

  

Ⅱ．当中間連結会計期間末（平成18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 3,250 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）
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 3,336 8,587 5,251 

合計 3,336 8,587 5,251 

(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 454百万円

その他 10百万円

(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、その他有

価証券で時価のあるものに対して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。 



Ⅲ．前連結会計年度末（平成18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）
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 3,329 9,790 6,461 

合計 3,329 9,790 6,461 

(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 455百万円

その他 10百万円

(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。 

  

 

  
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



当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18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 

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1,721百万円であり、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17年４月１日 至 平成18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 42,879 2,641 1,002 46,522 － 46,522

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

14 31 1,021 1,067 (1,067) －

計 42,893 2,672 2,023 47,589 (1,067) 46,522

営業費用 37,693 2,463 1,868 42,025 645 42,670

営業利益 5,200 208 154 5,564 (1,712) 3,851

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 76,345 5,388 2,523 84,257 － 84,257

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

50 14 4,036 4,100 (4,100) －

計 76,396 5,402 6,559 88,358 (4,100) 84,257

営業費用 68,556 5,099 6,180 79,836 (636) 79,200

営業利益 7,839 303 379 8,522 (3,464) 5,057



２．事業区分の主要な製品 

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3,424百万円であり、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。 

  

  

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



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．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。 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．従来、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」として一括記載しておりましたが、

「アジア」について連結会社の増加などにより重要性が増したため、区分して表示しております。前中間連結会計期間

の「その他の地域」に含まれている「アジア」の「外部顧客に対する売上高」は3,930百万円、「セグメント間の内部売

上高又は振替高」は122百万円、「営業費用」は3,783百万円、「営業利益」は270百万円、「アジア」を除く「その他の

地域」の「外部顧客に対する売上高」は3,231百万円、「セグメント間の内部売上高又は振替高」は95百万円、「営業費

用」は3,489百万円、「営業利益」は△162百万円であります。 

なお、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、日本以外の区分に含まれる主な国または地域は以下

のとおりであります。 

アジア……………………中国、タイ、韓国、インドネシアほか 

その他……………………米国、ヨーロッパ 

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金額は1,721百万円であり、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。 

  

 

  
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

  
日本 

（百万円） 
アジア
（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 34,149 8,412 3,959 46,522 － 46,522

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

3,310 332 117 3,760 (3,760) －

計 37,460 8,745 4,076 50,282 (3,760) 46,522

営業費用 32,437 8,130 3,970 44,538 (1,867) 42,670

営業利益 5,022 615 105 5,744 (1,892) 3,851



前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．従来、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」として一括記載しておりました

が、当連結会計年度より「アジア」について連結会社の増加などにより重要性が増したため、区分して表示しておりま

す。前連結会計年度の「その他の地域」に含まれている「アジア」の「外部顧客に対する売上高」は6,042百万円、「セ

グメント間の内部売上高又は振替高」は252百万円、「営業費用」は5,861百万円、「営業利益」は433百万円、「アジ

ア」を除く「その他の地域」の「外部顧客に対する売上高」は5,861百万円、「セグメント間の内部売上高又は振替高」

は72百万円、「営業費用」は6,107百万円、「営業利益」は△173百万円であります。 

なお、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、日本以外の区分に含まれる主な国または地域は以下

のとおりであります。 

アジア……………………中国、タイ、韓国、インドネシアほか 

その他……………………米国、ヨーロッパ 

２．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、その額は3,424百万円であります。 

  

 

  
日本 

（百万円） 
アジア
（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 65,875 11,449 6,933 84,257 － 84,257

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

5,660 266 241 6,168 (6,168) －

計 71,535 11,715 7,175 90,426 (6,168) 84,257

営業費用 63,358 11,021 7,516 81,896 (2,696) 79,200

営業利益 8,177 694 △341 8,530 (3,472) 5,057



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  

 （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、韓国、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 

  

 

  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 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 10,477 4,358 14,835 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 46,522 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

22.5 9.4 31.9 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 15,586 7,665 23,252 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 84,257 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

18.5 9.1 27.6 



（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。 

  

 

項目 
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額（円） 363.95 396.50 390.20 

１株当たり中間（当期）純
利益（円） 

21.19 21.17 35.23 

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益（円） 

21.15 21.16 35.17 

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

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（百万円） 2,196 2,146 3,713 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 92 

（うち利益処分による役員賞与 
（百万円）） 

－ － （92） 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円） 

2,196 2,146 3,621 

普通株式の期中平均株式数（千株） 103,656 101,403 102,791 

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） 217 29 188 

（うちストックオプション（自己株
式取得方式）（千株）） 

（217） （29） （188） 



（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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（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。 

────── ────── 

      

────── （自己株式の取得） 

 当社は、平成18年12月18日開催の

取締役会において、会社法第165条

第３項の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づき

自己株式を取得すること及びその具

体的な取得方法について以下のとお

り決議いたしました。 

────── 

  ① 理由 

当社資本政策を機動的に遂行す

るため。 

  

  ② 取得する株式の総数   

  当社普通株式 350,000株(上限)   

  ③ 取得価額の総額   

  210百万円（上限）   

  ④ 取得の方法   

  東京証券取引所の立会時間外取

引であるＴｏＳＴＮｅＴ－２

（終値取引）による取得 

  

  ⑤ 取得日   

  平成18年12月19日   

   なお、上記ＴｏＳＴＮｅＴ－２に

よる取得の結果、当社普通株式

280,000株（取得価額160百万円）を

取得いたしました。 

  



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17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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   2,320  1,068 493  

２．受取手形 ※５ 2,759  2,520 1,207  

３．売掛金   14,484  16,846 15,124  

４．たな卸資産   2,984  3,020 3,188  

５．短期貸付金   2,432  1,745 2,107  

６．その他   2,333  2,264 2,596  

貸倒引当金   △23  △23 △21  

流動資産合計    27,291 39.6 27,441 37.5  24,697 35.1

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 
※１ 
※２ 

    

(1）建物   6,377  7,116 6,201  

(2）機械及び装置   8,905  8,986 9,029  

(3）土地   3,596  4,533 3,696  

(4）建設仮勘定   1,408  1,238 2,397  

(5）その他   1,741  1,733 1,704  

計    22,029 23,608  23,029 

２．無形固定資産    685 1,637  1,116 

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券   7,630  8,790 9,968  

(2）関係会社株式   8,391  8,592 8,592  

(3）その他   2,972  3,099 2,965  

貸倒引当金   △95  △89 △91  

計    18,900 20,393  21,435 

固定資産合計    41,615 60.4 45,639 62.5  45,581 64.9

資産合計    68,906 100.0 73,081 100.0  70,278 100.0

        



 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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 ※５ 1,839  2,484 2,081  

２．買掛金   9,105  11,183 9,210  

３．短期借入金 ※４ 438  8,379 5,316  

４．預り金   －  4,102 3,202  

５．未払法人税等   778  1,087 582  

６．その他   6,836  5,146 5,511  

流動負債合計    18,999 27.6 32,383 44.3  25,904 36.9

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金   8,240  360 3,400  

２．退職給付引当金   2,057  1,759 1,974  

３．役員退職引当金   347  156 347  

４．その他   3,987  1,959 2,320  

固定負債合計    14,631 21.2 4,235 5.8  8,041 11.4

負債合計    33,630 48.8 36,619 50.1  33,946 48.3

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    10,951 15.9 － －  10,951 15.6

Ⅱ 資本剰余金       

１．資本準備金   2,738  － 2,738  

２．その他資本剰余金   4,085  － 2,768  

資本剰余金合計    6,823 9.9 － －  5,506 7.8

Ⅲ 利益剰余金       

１．任意積立金   9,733  － 9,733  

２．中間（当期）未処
分利益 

  5,539  － 6,487  

利益剰余金合計    15,273 22.2 － －  16,220 23.1

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   2,365 3.4 － －  3,755 5.3

Ⅴ 自己株式    △137 △0.2 － －  △101 △0.1

資本合計    35,276 51.2 － －  36,332 51.7

負債資本合計    68,906 100.0 － －  70,278 100.0

        



  

  

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１．資本金    － 10,951  － 

２．資本剰余金       

(1）資本準備金   －  2,738 －  

(2）その他資本剰余
金 

  －  2,774 －  

資本剰余金合計    － 5,512  － 

３．利益剰余金       

その他利益剰余金       

従業員福祉基金   －  4 －  

特別償却準備金   －  2 －  

固定資産圧縮積
立金 

  －  760 －  

別途積立金   －  8,966 －  

繰越利益剰余金   －  7,286 －  

利益剰余金合計    － 17,019  － 

４．自己株式    － △74  － 

株主資本合計    － － 33,408 45.7  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金 

   － 3,055  － 

２．繰延ヘッジ損益    － △1  － 

評価・換算差額等合
計 

   － － 3,053 4.2  － －

純資産合計    － － 36,462 49.9  － －

負債純資産合計    － － 73,081 100.0  － －

        



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    29,285 100.0 30,456 100.0  57,946 100.0

Ⅱ 売上原価    22,056 75.3 22,724 74.6  43,831 75.6

売上総利益    7,229 24.7 7,732 25.4  14,115 24.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   5,572 19.0 5,284 17.3  10,591 18.3

営業利益    1,657 5.7 2,448 8.0  3,524 6.1

Ⅳ 営業外収益       

受取利息   24  8 34  

その他   674  787 1,569  

営業外収益合計    698 2.4 796 2.6  1,603 2.8

Ⅴ 営業外費用       

支払利息   65  78 131  

その他   309  297 608  

営業外費用合計    374 1.3 375 1.2  739 1.3

経常利益    1,980 6.8 2,869 9.4  4,387 7.6

Ⅵ 特別利益    － － 34 0.1  2 0.0

Ⅶ 特別損失    87 0.3 49 0.2  208 0.4

税引前中間（当期）
純利益 

   1,893 6.5 2,855 9.4  4,181 7.2

法人税、住民税及び
事業税 

  632  974 1,254  

法人税等調整額   26 659 2.3 150 1,124 3.7 331 1,585 2.7

中間（当期）純利益    1,233 4.2 1,730 5.7  2,595 4.5

前期繰越利益    4,306 －  4,306 

中間配当額    － －  414 

中間（当期）未処分
利益 

   5,539 －  6,487 

        



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計 

資本準備金
その他資本
剰余金 

その他利益
剰余金 
（注１） 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

10,951 2,738 2,768 16,220 △101 32,577

中間会計期間中の変動額   

特別償却準備金の取崩し 
（注２） 

 －  －

剰余金の配当（注２）  △911  △911

取締役賞与（注２）  △20  △20

中間純利益  1,730  1,730

自己株式の取得  △12 △12

自己株式の処分  5 38 44

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

  

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ － 5 798 26 831

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

10,951 2,738 2,774 17,019 △74 33,408

  

評価・換算差額等

純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

3,755 － 3,755 36,332

中間会計期間中の変動額 

特別償却準備金の取崩し 
（注２） 

－

剰余金の配当（注２） △911

取締役賞与（注２） △20

中間純利益 1,730

自己株式の取得 △12

自己株式の処分 44

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△699 △1 △701 △701

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△699 △1 △701 129

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

3,055 △1 3,053 36,462



 （注）１．その他利益剰余金の内訳 

２．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

  次へ 

  
従業員福祉
基金 

特別償却準
備金 

固定資産圧
縮積立金 

別途積立金
繰越利益剰
余金 

合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

4 2 760 8,966 6,487 16,220

中間会計期間中の変動額   

特別償却準備金の取崩し 
（注２） 

 △0 0 －

剰余金の配当（注２）  △911 △911

取締役賞与（注２）  △20 △20

中間純利益  1,730 1,730

自己株式の取得   

自己株式の処分   

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

  

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ △0 － － 799 798

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

4 2 760 8,966 7,286 17,019



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 子会社及び関連会社株式 子会社及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定して

おります） 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定し

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 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

  (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………定額法 (2）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。 

 なお、のれん（営業権）は５

年の均等償却、自社利用のソフ

トウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しておりま

す。 

 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。 

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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

止したため以後引当計上を行っ

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。 

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 



  

 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

  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 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）および「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）

を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は36,464百万円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

────── 

（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。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、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。 

────── ────── （退職給付に係る会計基準） 

 当事業年度より「『退職給付に係

る会計基準』の一部改正」（企業会

計基準第３号 平成17年３月16日）

および「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第７号 平

成17年３月16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。 



表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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。 

（中間貸借対照表関係） 

 流動負債の「預り金」は、前中間会計期間まで「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間に

おいて、その金額が負債および純資産の合計額の100分

の５を超えたため、区分掲記しております。なお、前中

間会計期間の「預り金」の金額は、1,433百万円であり

ます。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  
 

  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

  
※１．有形固定資産の減価償

却累計額 

  
  (百万円)

  45,579 

  (百万円)

  47,556 

  (百万円)

  46,574 

  

  

※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)

  1,433 

  240 

  517 

    

  219 

  1,753 

  320 
（ 80） 

  

  (百万円)

  1,376 

  240 

  466 

    

  1,753 

  － 

  240 
（ 80） 

  

  (百万円)

  1,404 

  240 

  469 

    

  1,753 

  － 

  280 
（ 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. 

1,442 
（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. 

1,504 
（12,650千米ドル） 

Bando Kockaya Belt 
Manufacturing (Turkey),Inc. 

2,104 
（17,700千米ドル） 

Bando Belt (Tianjin) Co.,Ltd. 

350 

  

(百万円) 

Bando USA,Inc.  

1,498 
（12,650千米ドル） 

 

Bando Kockaya Belt 
Manufacturing (Turkey),Inc. 

 

2,097 
（17,700千米ドル） 

 

Bando Belt (Tianjin) Co.,Ltd. 

350 

※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。 

同左 



  

（中間損益計算書関係） 

  

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少のうち主なものは、ストック・オプションの行使によるものであります。 

  

  

  次へ 

  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※５．期末日満期手形の会計

処理 

─────  期末日満期手形の会計処理は手

形交換日をもって決済処理をして

おります。したがって当中間会計

期間末日は金融機関の休日のた

め、次のとおり期末日満期手形が

当中間会計期間末日残高に含まれ

ております。 

───── 

    受取手形 38百万円

支払手形 446百万円

  

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
減価償却実施額 

有形固定資産 

無形固定資産 

  
  (百万円)

  1,395

  76

  (百万円)

  1,410

  77

  (百万円)

  2,980

  154

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当中間会計期間増
加株式数（千株） 

当中間会計期間減
少株式数（千株） 

当中間会計期間末
株式数（千株） 

自己株式 

普通株式 302 23 163 163 

合計 302 23 163 163 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 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)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械及び装置 24 4 19

工具、器具及
び備品 

144 54 90

その他 144 33 111

合計 313 91 221

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 24 2 21

工具、器具及
び備品 

152 35 116

その他 146 22 124

合計 322 59 262

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 73百万円

１年超 161百万円

合計 234百万円

  
１年以内 81百万円

１年超 140百万円

合計 221百万円

１年以内 86百万円

１年超 176百万円

合計 262百万円

 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 70百万円

(2）減価償却費相当額 70百万円

  
(1）支払リース料 107百万円

(2）減価償却費相当額 107百万円

(1）支払リース料 102百万円

(2）減価償却費相当額 102百万円

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） （減損損失について） （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。 

同左 同左 

 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 2,584百万円

合計 2,905百万円

  
１年以内 321百万円

１年超 2,262百万円

合計 2,584百万円

１年以内 321百万円

１年超 2,423百万円

合計 2,744百万円



（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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 

    

────── （自己株式の取得） ────── 

   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18年11月15日の取締役会において、下記のとおり第84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    ：405百万円 

１株当たり中間配当額 ： 4円00銭 

支払請求の効力発生日および支払開始日：平成18年12月５日 

 （注） 平成18年９月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。 

  

  



第６【提出会社の参考情報】 
  

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

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第83期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月26日関東財務局長に提出 

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

 事業年度（第83期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年７月21日関東財務局長に提出 

(3）自己株券買付状況報告書 

 報告期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年３月31日）     平成18年４月13日関東財務局長に提出 

（自 平成18年４月１日 至 平成18年４月30日）     平成18年５月12日 

（自 平成18年５月１日 至 平成18年５月31日）     平成18年６月９日 

（自 平成18年６月１日 至 平成18年６月30日）     平成18年７月13日 

(4）自己株券買付状況報告書の訂正報告書 

 （平成18年４月13日提出分）                   平成18年７月７日関東財務局長に提出 

  

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

  

    平成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18年12月25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18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４

月１日から平成18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、中間連結株主資本等変動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18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18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成18年12月19日に自己株式280,000株を取得した。 

  

 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。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

  

    平成18年12月25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18年４月１日から平成19年３月31日までの第84期事業年度の中間会計期間（平成18年４月

１日から平成18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、中間損益計算書及び中間株主資

本等変動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18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18

年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成18年12月19日に自己株式280,000株を取得した。 

  

 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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