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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 従業員数は就業人員数を記載しております。 

４ 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）及び「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。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第94期中 第95期中 第96期中 第94期 第95期

会計期間

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19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 17,081 18,977 20,149 33,233 37,589

経常利益 (百万円) 56 884 1,084 81 1,651

中間(当期)純利益 (百万円) 0 580 751 110 926

純資産額 (百万円) 27,357 29,665 30,651 28,458 29,899

総資産額 (百万円) 44,001 46,743 47,480 45,048 46,531

１株当たり純資産額 (円) 640.07 663.36 683.15 665.99 666.80

１株当たり中間(当期) 
純利益

(円) 0.02 13.59 17.59 2.58 21.69

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 62.17 60.63 61.44 63.17 61.20

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 157 1,408 974 1,173 2,334

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,777 44 △1,219 △2,268 △108

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △392 △31 △352 △731 △228

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 5,100 6,732 6,706 5,312 7,301

従業員数 (人) 1,497 1,509 1,527 1,621 1,483



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は就業人員数を記載しております。 

３ １株当たり情報につきましては、中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

４ 平成17年９月期の１株当たり配当額5.00円には、特別配当2.00円が含まれております。 

５ 平成18年９月期の１株当たり配当額5.00円には、特別配当2.00円が含まれております。 

６ 平成18年３月期の１株当たり配当額10.00円には、特別配当4.00円が含まれております。 

７ 平成19年３月期の１株当たり配当額10.00円には、特別配当2.00円が含まれております。 

８ 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）及び「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。 

  

回次 第94期中 第95期中 第96期中 第94期 第95期

会計期間

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19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 14,945 15,520 16,305 29,328 30,756

経常利益 (百万円) 279 785 825 528 1,556

中間(当期)純利益 (百万円) 161 478 516 387 813

資本金 (百万円) 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680

発行済株式総数 (千株) 43,140 43,140 43,140 43,140 43,140

純資産額 (百万円) 26,687 27,561 27,973 27,755 27,605

総資産額 (百万円) 40,080 42,246 42,274 40,899 42,318

１株当たり配当額 (円) 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00

自己資本比率 (％) 66.58 65.24 66.17 67.86 65.23

従業員数 (人) 878 884 863 886 872



２ 【事業の内容】 

前連結会計年度より、従来、繊維事業に含まれておりました包装梱包、運送、保管等の繊維事業の周辺

事業について、その他の事業に含めて表示しております。 

 これにより、㈱コマツインターリンク、小松エージェンシー㈱、㈱ロジックス、㈲小松精練テクノフロ

ント、根上工業㈱及び㈱トーケンは前連結会計年度より従来の繊維事業からその他の事業へ変更しており

ます。 

 この変更は、従来のその他の事業の規模縮小を契機として事業区分の見直しを行い、当社の中核事業で

ある繊維製品の製造、販売かかわる事業内容をより明瞭に表示するために行ったものであります。 

 なお、当社グループの位置付けは以下のとおりであります。 

 

繊維事業  

当 社 ：合繊ファブリック、薄膜ファブリックの企画・開発・製造・販売。  

 ＜連結子会社＞  

小松精練（蘇州）有限公司 ：当社の差別化技術をベースとした合繊ファブリックの製造販売。  

㈱ケイズテック       ：合繊及び薄膜を用いた車輌内装材の専用ファブリックの製造販売。  

ケーエス染色㈱          ：ナイロン（合繊）ファブリックに特化した製造販売。  

㈱カ・インパナ           ：ニット及び織物のファブリック開発からアパレルまでの企画・製造販売。 

㈱ドム               ：高級・多種少量・ＱＲに徹したプリントファブリックの製造販売。  

㈱クレスポ               ：高級・多種少量・ＱＲに徹した無地ファブリックの製造販売。  

 

 

その他の事業  

＜連結子会社＞  

㈱コマツインターリンク    ：運送業、倉庫業並びに当社グループ製品の包装、保管及び出荷。  

小松精練エンジニアリング㈱  ：機械設計・製造・施工・保全をグループ内外に販売。  

＜非連結子会社＞  

小松エージェンシー㈱     ：損害保険の代理店業務。  

㈱ロジックス         ：土地・建物の賃貸。  

㈲小松精練テクノフロント   ：染色加工等のコンサルティング及び技術指導。  

 ＜関連会社＞  

㈱トーケン   ：ビル、工場、マンション等の企画・設計・施工・販売を行う総合建設業。  

根上工業㈱   ：化成品の製造販売。  

㈱オノモリ    ：染色機械及び産業機械の製造販売。  

  

(注) その他の事業セグメントに含まれる小松精練エンジニアリング㈱につきましては平成19年５月の同社の臨時株

主総会において解散決議しており、清算中であります。 

  

  

  

  

  

  



３ 【関係会社の状況】 

その他の事業セグメントに含まれる小松精練エンジニアリング㈱につきましては平成19年５月の同社の

臨時株主総会において解散決議しており、清算中であります。なお、当中間連結会計期間につきましては

同社の解散時の財務諸表を連結しております。 

  

  

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係については、特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

繊維事業 1,430

その他の事業 97

合計 1,527

従業員数(人) 863



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、民間設備投資の増加や好調な輸出に支えられ、緩やかながら

も成長を持続いたしました。しかし、原油価格の急騰や円高基調、更にはサブプライムローン問題に端を発

した米国経済の減速と世界経済への波及懸念が生じ、先行きに予断を許さぬ状況下で推移いたしました。 

繊維業界におきましては、原油価格の急騰による原材料および燃料、薬品価格の急上昇により、更に「川

上・川中インフレ」が進行、一方で消費財市場は、天候不順が加わって、より低迷し、また競合国の技術力

向上による良質・廉価品輸入が増加するなど「川下デフレ」が進行し、生産・流通諸段階の経営を圧迫する

など厳しい環境下で推移いたしました。  

 このような状況の中、当社は「世界に冠たる先端ファブリックメーカーたらん」という方針とその実践に

あたり、「連邦経営」「グローバル化」「スピーディな選択と集中」を志向した経営資源の 適配分、並び

に社内・社外との戦略的連携の推進を行い、“感性”“機能”両面の独自技術の開発、独自市場の開拓に挑

戦してまいりました。また、原材料価格の急騰に伴う諸資材コストの上昇に対しましては、ＬＮＧ燃料への

転換等、原価低減活動の徹底を図りました。  

 また、地球環境保護に対する責務に対しましても、製造方法の見直しも含め、積極的に取り組んでまいり

ました。  

 次に中核の繊維事業の業容でありますが、衣料・非衣料分野へ投入した形状保持素材「テクノビンテージ

Ｂ Ｊ」や 抗 ア レ ル 物 質 素 材「ア レ ル バ ス タ ー」、独 自 ハ イ ブ リ ッ ド 素 材 等 が、「Ｂ to Ｂ to

Ｃ」ビジネスモデルを志向したマーケティングと相俟って、欧米・中東市場輸出において大幅に拡大し、ま

た国内市場においても天候不順による 終製品販売不振の中、順調に拡大し、主力の「ビンテージ繊意」の

好調と併せ、国際競争力低下の汎用衣料・非衣料分野の落ち込みをカバーいたしました。  

 なお、期中の技術開発については、 上質うるし調素材「ルガ－ノ」、 高級透湿防水素材「ディマ・カ

ルテット」、筋肉質触感素材「テクノビンテージＢＢ」などの市場導入を相次いで行っており、今後の拡大

を目指しました。新事業となる有機ＥＬ封止部材については、技術確立を終え、サンプル供給を開始し、国

内外の企業と量産技術について共同開発を開始いたしました。  

 国内外のグループ企業においても、小松精練（蘇州）有限公司を始め、各社が順調に業績を拡大いたしま

した。  

 以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は20,149百万円（前年同期比6.2％増）、営業利益877百万円

（前年同期比33.5％増）、経常利益1,084百万円（前年同期比22.6％増）、中間純利益751百万円（前年同期

比29.3％増）となりました。  

 

繊維事業  

 ファッション分野では、依然として好調なファブリック「ビンテージ繊意」やマイクロファイバーによる

ナイロン、およびハイブリッド織編物を用いた「テクノビンテージＢＪ」、「ハイブリッドシリーズ」等の

積極的な国内外の市場開拓により、カジュアル衣料を中心に大きく伸長し、前年同期比で大幅な増収となり

ました。  

 スポーツ分野では、暖冬の影響でウインター用途が苦戦したものの、海外市場を中心に機能ニット素材や

透湿防水素材がアウトドア、アスレチック用途で拡大し、前年同期比で増収となりました。  

 リビング分野では、画期的な技術である抗アレル物質素材「アレルバスター」がカーテンや寝装品などの

用途で順調に拡大しましたが、不採算商品からの撤退、および中国子会社への置き換え等を進めました結

果、前年同期比で減収となりました。  

 車輌内装材分野では、合繊及びＤＩＭＡの内装材の拡販、および差別化素材を使用したカーシートカバー

等の取り組みを強化しましたが、内装材の高級車生産の減少、中小型車需要の拡大により、数量は増加した

ものの前年同期比若干の減収となりました。  

 生活資材分野では、生産ライン増設により、パフ用素材の拡大、および生活関連用品の伸長により前年同

期比で増収となりました。  

 医療・福祉分野では、プレケア用途の堅調な推移に加え、補正・矯正用および包材用の機能性ニット素材

等の医療分野の市場開拓を図り、大幅な増収となりました。  

 電材分野では、半導体用手袋や無塵衣、また電磁波シールド材などが堅調に推移したこともあり、前年同

期比で微増収となりました。  

 以上の結果、当中間連結会計期間の当部門の売上高19,743百万円（前年同期比6.7％増）、営業利益812百

万円（前年同期比27.7％増）となりました。  

 なお、「２ 事業の内容」に記載のとおり、前連結会計年度よりセグメント区分を変更しておりますの

で、前年同期との比較においては、前中間連結会計期間を変更後の区分に組替えて行っております。  



 

その他の事業  

 物流（倉庫、運送）分野では、不採算事業の撤退および集配送基地の集約を含む、生産性向上やコストダ

ウンに努めた結果、利益を大きく改善いたしました。  

 以上の結果、当中間連結会計期間の当部門の売上高406百万円（前年同期比13.2％減）、営業利益59百万

円（前年同期比368.4％増）となりました。 

 なお、「２ 事業の内容」に記載のとおり、前連結会計年度よりセグメント区分を変更しておりますの

で、前年同期との比較においては、前中間連結会計期間を変更後の区分に組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末における現金及び現金同等物（以下資金という）は、営業活動による資金の増加及

び投資活動並びに財務活動による資金の減少などから、前連結会計年度末に比べ594百万円減少し、6,706百

万円（前年同期比25百万円減）となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当中間連結会計期間の営業活動により得られた現金及び現金同等物（以下資金という）は974百万円（前

年同期比434百万円減）であり、その主なものは、税金等調整前中間純利益1,064百万円、減価償却費683百

万円、仕入債務の増加769百万円などの資金の増加と、売上債権の増加974百万円、退職給付引当金の減少

102百万円、持分法による投資利益139百万円などの資金の減少によるものです。  

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当中間連結会計期間の投資活動により使用した資金は1,219百万円（前年同期比1,264百万円増）であり、

その主なものは、固定資産の取得により773百万円、有価証券及び有価証券の取得と償還の差額607百万円の

支出などの資金の減少によるものです。  

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当中間連結会計期間の財務活動により使用した資金は352百万円（前年同期比321百万円増）であり、その

主なものは、配当金の支払いにより213百万円と、借入の返済により134百万円資金が減少したことによるも

のです。  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

前連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会計

期間を変更後の区分に組替えて、行っております。 

(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 セグメント間の取引は相殺消去しております。 

２ 金額は販売価格によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４ その他の事業につきましては生産活動を行っていないため、記載しておりません。 

  

(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) １ セグメント間の取引は相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

(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 セグメント間の取引は相殺消去しております。 

２ 当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりでありま

す。 
  

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

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(％)

繊維事業 17,218 3.7

その他の事業 ― ─

合計 17,218 3.7

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(％)

繊維事業 17,718 4.5 2,822 14.8

その他の事業 ― ― ― ―

合計 17,718 4.5 2,822 14.8

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(％)

繊維事業 19,743 6.7

その他の事業 406 △13.2

合計 20,149 6.2

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

東レ㈱ 2,394 12.6 2,176 10.8



４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動は、当社の技術開発本部を核として、グループ各社、工場並びにマーケテ

ィング部門が密接な連携の下で、社内クラスターを形成し、「世界に冠たる先端ファブリックメーカーた

らん」として事業戦略に沿った要素技術及び商品の開発を推進しております。なお、当社の当中間連結会

計期間末日現在の特許及び実用新案の所有は40件、出願中は111件であり、当社グループ全体の研究開発

費は386百万円であります。  

 

繊維事業 

①衣料開発分野  

 ファッション分野では世界 高峰の素材展示会であるプリミエールビジョンへの継続出展の効果でトッ

プメゾンへの直販が年々拡大し、ファブリックメーカーとして地位を確固たるものとしています。  

 特に、当社独自の形状保持素材「テクノビンテージＢＪ」は、欧州で大ヒット商品となり、生産設備を

増強しており、2008年１月度より、国内マーケットに向けても本格供給を開始致します。  

 また、新開発の 上質うるし調素材「ルガーノ」も国内外の有名アパレルに好評で，拡大を続けており

ます。  

これら『テクノビンテージＢＪ』、『ルガーノ』の開発は、これまで培ってきた加工技術に加え、社内設

備開発チームでの独自マシン開発を行なった成果であり、「技術のブラックボックス化」を推進しており

ます。  

 スポーツ分野につきましても、本格快適素材「ＤＩＭＡ・ＱＵＡＲＴＥＴ」の開発や、完全防水を特徴

とする「ＯＵＴＤＲＹ」は靴のみならず、スポーツグローブや消防手袋などその性能を評価され、展開が

急速に拡大致しております。  

②非衣料開発分野  

 東レ合繊クラスターでの研究開発から生み出されたアレルゲン低減化素材（アレルバスター）は、イン

テリア、寝装分野、カジュアル衣料へと用途を拡大し、また、車両内装材への展開も進行するなど、当社

の「ナノテクノロジーのコア技術」として着実に拡大を図っております。  

 車両内装材事業につきましては、ファブリックのみならず、衣料で培ったソフトさを活かした高触感合

成皮革も車両への搭載が順次決定しており、「グループ内連携」による開発の成果をあげております。  

 また、家具、車両用途での水系の合成皮革開発も進行しており、オリジナルの防汚技術を付与し、汚れ

にくく、汚れても汚れが落ちやすい環境配慮型インテリア素材として生産拡大を図っております。  

③次世代開発分野  

 次世代ディスプレイとして期待されております有機ＥＬ（エレクトロ ルミネッセンス）用の封止部材

開発につきましては、独自の専用設備及び付帯設備の開発も進み、本格的な供給体制が整いました。国内

外の大手デバイスメーカーとの取り組みも、研究開発から生産技術確立のステージへと着実に進んでおり

ます。更に、有機太陽電池の長寿命化への効果も確認されており、ＮＥＤＯ（独立行政法人 新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構）の委託事業として推進しております。  

 また、ナノファイバー開発、有機ＥＬ照明による癒し空間の創造、新規機能性材料など産官学の取り組

みも広げております。  

④環境関連対策  

 地球温暖化防止温室ガス削減のため、美川工場及び㈱ケイズテックを重油からＬＮＧ（液化天然ガス）

に全面転換をおこない、当該事業所のＣＯ２排出を20％削減し、全社としても６％の削減となりました。 

 また、本年度より経済産業省の補助事業としてＶＯＣ（揮発性有機化合物）含有廃棄物の再利用技術開

発をすすめており、排水負荷、大気へのＶＯＣ放出低減をはじめ環境技術開発に積極的に取組んでおりま

す。 

 以上の結果、繊維事業の当中間連結会計期間の研究開発費の金額は386百万円であります。 



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) 重要な設備計画の変更 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末における設備計画に重要な変更はありません。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは次のとおりで

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) 重要な設備の新設等 

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。 

 
(注)1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  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除却等はありません。 

  

会 

社 

名

事業所名 所在地
事業の種類別
セグメントの

名称
設備の内容

金額
(百万円)

完了年月
完成後の増

能力

提出 
会社

第１工場 
第２工場 
第３工場

石川県
能美市

繊維

染色加工設備 239
平成19年 
９月 高付加価値

加工能力の
増加

第５工場 薄膜製品製造設備 19
平成19年 
９月

その他
開発及び環境保全設備ほ
か

185
平成19年 
９月

開発能力及
び環境保全

美川工場
石川県
白山市

染色加工設備ほか 23
平成19年 
９月

特殊加工能
力の増強

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 完成後
の増加 
能力

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

提出 
会社

第１工場 
第２工場 
第３工場

石川県 
能美市

繊維

染色加工
設備

153 ― 自己資金
平成19年 
10月

平成20年 
３月

特殊加工
能力の強

化

その他
開発及び環
境保全設備

ほか
201 ― 自己資金

平成19年 
10月

平成20年 
３月

開発設備
及び環境
保全能力
の強化

美川工場
石川県 
白山市

染色加工
設備ほか

83 ― 自己資金
平成19年
10月

平成20年 
３月

特殊加工
能力の強

化



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) 【ライツプランの内容】 

   該当事項はありません。 

  

(4) 【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 100,000,000

計 100,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 43,140,999 同左
東京証券取引所
(市場第一部)

株主としての権利内容に制限の
ない、標準となる株式

計 43,140,999 同左 ─ ─

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年９月30日 ─ 43,140 ─ 4,680 ─ 4,720



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

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

日本マスタートラスト信託銀行株式会社      1,236千株 

  

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(％)

東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町２丁目１番１号 2,649 6.14

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町１番地 2,113 4.89

クレディ スイス ユーロ ピ
ービー クライエント エスエ
フピー ブイエル（常任代理人
シティバンク、エヌ・エイ 東
京支店 証券業務部）

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ.
（東京都品川区２丁目３番14号）

1,731 4.01

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 1,550 3.59

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 1,467 3.40

共栄火災海上保険株式会社 東京都港区新橋１丁目18番６号 1,381 3.20

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３番１号 1,250 2.90

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,236 2.87

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番33号 1,230 2.85

小松精練松栄会 石川県能美市浜町ヌ167番地 1,118 2.59

計 ― 15,727 36.46



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権１個）あります。

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

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 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において、役員の異動はありません。

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式） 
普通株式   439,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 42,293,000 42,293 ―

単元未満株式 普通株式   408,999 ― ―

発行済株式総数          43,140,999 ― ―

総株主の議決権 ― 42,293 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
小松精練株式会社

石川県能美市浜町 
ヌ167番地

439,000 ─ 439,000 1.02

計 ― 439,000 ─ 439,000 1.02

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 605 609 671 653 610 610

最低(円) 561 562 589 586 535 570



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、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19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中

間連結財務諸表に基づき作成しております。 

  

(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18年４月１日から平成18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19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸

表等規則に基づき作成しております。 

  

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及び前中間会計期間(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、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期

間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月

１日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けており

ます。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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 6,552 3,148 6,742

 ２ 受取手形及び 
   売掛金

※４ 9,995 11,126 10,109

 ３ 有価証券 3,501 6,074 3,605

 ４ たな卸資産 4,020 4,147 4,122

 ５ 前払消費税等 858 ─ ─

 ６ 繰延税金資産 288 254 310

 ７ その他 180 159 201

 ８ 貸倒引当金 △10 △14 △13

   流動資産合計 25,386 54.3 24,895 52.4 25,079 53.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び 
    構築物

※２ 3,368 3,281 3,423

  (2) 機械装置及び 
    運搬具

※２ 3,907 4,272 4,159

  (3) 土地 1,911 1,911 1,911

  (4) 建設仮勘定 96 99 83

  (5) その他 267 9,551 20.4 252 9,818 20.7 258 9,835 21.1

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 161 150 162

  (2) その他 106 267 0.6 147 297 0.6 156 318 0.7

 ３ 投資その他の 
   資産

  (1) 投資有価証券 10,079 11,328 10,074

  (2) 差入保証金 121 120 119

  (3) 繰延税金資産 1,195 883 968

  (4) その他 141 11,537 24.7 136 12,469 26.3 135 11,297 24.3

   固定資産合計 21,357 45.7 22,585 47.6 21,452 46.1

   資産合計 46,743 100.0 47,480 100.0 46,531 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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

※４ 8,228 9,060 8,250

 ２ 短期借入金 373 271 399

 ３ 未払法人税等 402 261 421

 ４ 未払費用 492 557 452

 ５ 預り消費税等 961 ─ ─

 ６ 賞与引当金 425 506 582

 ７ その他 ※４ 370 799 1,064

   流動負債合計 11,254 24.1 11,457 24.1 11,170 24.0

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 5,178 4,930 5,033

 ２ 役員退職慰労 
   引当金

598 401 401

 ３ その他 46 38 25

   固定負債合計 5,832 12.4 5,371 11.3 5,461 11.7

   負債合計 17,078 36.5 16,828 35.4 16,632 35.7

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 4,680 4,680 4,680

 ２ 資本剰余金 4,720 4,720 4,720

 ３ 利益剰余金 17,653 18,323 17,785

 ４ 自己株式 △186 △197 △192

   株主資本合計 26,868 57.5 27,526 58.0 26,994 58.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

1,504 1,501 1,432

 ２ 為替換算調整 
   勘定

△33 143 52

   評価・換算 
   差額等合計

1,470 3.2 1,644 3.5 1,484 3.2

Ⅲ 少数株主持分 1,325 2.8 1,480 3.1 1,420 3.1

   純資産合計 29,665 63.5 30,651 64.6 29,899 64.3

   負債純資産合計 46,743 100.0 47,480 100.0 46,531 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19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18年４月１日
至 平成19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 18,977 100.0 20,149 100.0 37,589 100.0

Ⅱ 売上原価 16,028 84.5 16,876 83.7 31,911 84.9

   売上総利益 2,949 15.5 3,273 16.3 5,677 15.1

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

※１ 2,292 12.0 2,396 11.9 4,550 12.1

   営業利益 656 3.5 877 4.4 1,127 3.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 16 48 38

 ２ 受取配当金 39 59 73

 ３ 為替差益 8 24 34

 ４ 持分法による 
   投資利益

87 139 131

 ５ 有価証券運用益 ─ ─ 52

 ６ 雑収益 78 231 1.2 78 350 1.7 212 542 1.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 0 1 2

 ２ 有価証券運用損 ― 37 ─

 ３ 投資有価証券 
   評価損

─ 98 ─

 ４ 雑支出 3 3 0.0 6 143 0.7 16 18 0.0

   経常利益 884 4.7 1,084 5.4 1,651 4.4

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 0 ─ 0

 ２ 貸倒引当金 
   戻入額

5 ─ 2

 ３ 投資有価証券 
   売却益

0 ─ 0

 ４ 国庫補助金収入 ― 113 ─

 ５ 役員退職慰労引 
   当金戻入額

8 ─ 70

 ６ ゴルフ会員権 
   売却益

― 14 0.1 ─ 113 0.6 0 73 0.2

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※３ 0 3 0

 ２ 固定資産除却損 ※４ 18 18 74

 ３ 関係会社株式 
   売却損

12 ─ 12

 ４ 投資有価証券 
   売却損

─ 0 ─

 ５ 投資有価証券 
   評価損

1 ─ 1

 ６ 固定資産圧縮損 ※５ ─ 111 ─

 ７ 債権譲渡損 2 34 0.2 ─ 133 0.7 2 91 0.2

   税金等調整前中 
   間(当期)純利益

864 4.6 1,064 5.3 1,633 4.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

390 245 592

   法人税等調整額 △54 335 1.8 93 339 1.7 198 790 2.1

   少数株主損失 51 0.3 26 0.1 84 0.2

   中間(当期)純利 
   益

580 3.1 751 3.7 926 2.5



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

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) 4,680 4,720 17,286 △181 26,506

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― ― △213 ― △213

 中間純利益 ― ― 580 ― 580

 自己株式の取得 ― ― ― △4 △4

 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)

― ― 367 △4 362

平成18年９月30日残高(百万円) 4,680 4,720 17,653 △186 26,868

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

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) 1,956 △4 1,952 1,411 29,870

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― ― ― ― △213

 中間純利益 ― ― ― ― 580

 自己株式の取得 ― ― ― ― △4

 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)

△452 △29 △481 △85 △567

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△452 △29 △481 △85 △204

平成18年９月30日残高(百万円) 1,504 △33 1,470 1,325 29,665



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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

平成19年３月31日残高(百万円) 4,680 4,720 17,785 △192 26,994

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ─ ─ △213 ─ △213

 中間純利益 ─ ─ 751 ─ 751

 自己株式の取得 ─ ─ ─ △5 △5

 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)

─ ─ 537 △5 532

平成19年９月30日残高(百万円) 4,680 4,720 18,323 △197 27,526

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

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 1,432 52 1,484 1,420 29,899

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ─ ─ ─ ─ △213

 中間純利益 ─ ─ ─ ─ 751

 自己株式の取得 ─ ─ ─ ─ △5

 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)

69 90 159 60 220

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

69 90 159 60 752

平成19年９月30日残高(百万円) 1,501 143 1,644 1,480 30,651



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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

平成18年３月31日残高(百万円) 4,680 4,720 17,286 △181 26,506

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 ― ― △427 ― △427

 当期純利益 ― ― 926 ― 926

 自己株式の取得 ― ― ― △10 △10

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

― ― 499 △10 488

平成19年３月31日残高(百万円) 4,680 4,720 17,785 △192 26,994

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

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) 1,956 △4 1,952 1,411 29,870

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 ― ― ― ― △427

 当期純利益 ― ― ― ― 926

 自己株式の取得 ― ― ― ― △10

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△524 57 △467 8 △459

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△524 57 △467 8 29

平成19年３月31日残高(百万円) 1,432 52 1,484 1,420 29,899



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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
   税金等調整前中間(当期) 
   純利益

864 1,064 1,633

   減価償却費 701 683 1,413

   退職給付引当金の増減額 
   (減少：△)

△87 △102 △232

   役員退職慰労引当金の 
   減少額

△16 ─ △212

   持分法による投資利益 △87 △139 △131

   受取利息及び受取配当金 △56 △108 △111

   支払利息 0 1 2

   有価証券運用損 ─ 37 ─

   投資有価証券売却益 △0 ─ △0

   投資有価証券評価損 1 98 1

   関係会社株式売却損 12 ─ 12

   固定資産除却売却損 18 21 75

   国庫補助金収入 ─ △113 ─

   固定資産圧縮損 ─ 111 ─

   売上債権の増減額 
   (増加：△)

△774 △974 △873

   たな卸資産の増減額 
   (増加：△)

△90 4 △170

   仕入債務の増減額 
   (減少：△)

981 769 901

   その他 △19 △110 194

    小計 1,448 1,242 2,501

   利息及び配当金の受取額 68 107 132

   利息の支払額 △0 △1 △2

   法人税等の支払額 △108 △375 △297

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

1,408 974 2,334



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

   定期預金の預入による支出 △500 △20 △540

   定期預金の払戻による収入 800 20 820

   有価証券の取得による支出 △2,897 △700 △7,595

   有価証券の償還による収入 3,300 1,195 8,614

   投資有価証券 
   の取得による支出

△2 △1,102 △414

   投資有価証券 
   の売却による収入

0 0 0

   関係会社株式 
   の売却による収入

30 ─ 30

   固定資産の取得による支出 △651 △773 △1,008

   固定資産の売却による収入 0 3 53

   国庫補助金収入 ─ 113 ─

   短期貸付による支出 ─ ─ △44

   短期貸付による収入 ─ 44 ─

   長期貸付による支出 △33 ─ △38

   その他 △0 ─ 13

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

44 △1,219 △108

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー
   短期借入金の純増減額 
   (減少：△)

187 △134 209

   配当金の支払 △213 △213 △427

   自己株式の取得による支出 △4 △5 △10

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△31 △352 △228

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

△2 3 5

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額（減少：△）

1,420 △594 2,002

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

5,312 7,301 5,312

Ⅶ 連結範囲変更に伴う現金 
  及び現金同等物の影響額

△0 ─ △14

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

6,732 6,706 7,301



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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲

に関する事

項

(1) 連結子会社 ８社

ケーエス染色㈱

㈱コマツインターリンク

㈱ドム

小松精練エンジニア 

リング㈱

小松住江テック㈱

㈱カ・インパナ

㈱クレスポ

小松精練（蘇州）有限 

公司

 

(1) 連結子会社 ８社

小松精練（蘇州）有限 

公司

㈱ケイズテック（旧社名

小松住江テック㈱）

ケーエス染色㈱

㈱カ・インパナ

㈱ドム

㈱クレスポ

㈱コマツインターリンク

小松精練エンジニア 

リング㈱

 

(1) 連結子会社 ８社

小松精練（蘇州）有限 

公司

㈱ケイズテック（旧社名

小松住江テック㈱）

ケーエス染色㈱

㈱カ・インパナ

㈱ドム

㈱クレスポ

㈱コマツインターリンク

小松精練エンジニア 

リング㈱

 

大連小松精練繊維製品有限

公司につきましては平成18年

９月に提出会社の所有する同

社の株式90％のうち80％を売

却したため、連結子会社より

除外しております。なお、当

中間連結会計期間につきまし

ては同社の中間財務諸表の中

間損益計算書のみを連結して

おります。

小松精練エンジニアリング

㈱につきましては、平成19年

５月に同社の臨時株主総会に

おいて解散する決議を行って

おり、同日より清算に入って

おります。

大連小松精練繊維製品有限

公司につきましては平成18年

９月に提出会社の所有する同

社の株式90％のうち80％を売

却したため、連結子会社より

除外しております。なお、当

連結会計年度につきましては

同社の中間財務諸表の中間損

益計算書のみを連結しており

ます。

(2) 非連結子会社 ３社

小松エージェンシー㈱

㈱ロジックス

㈲小松精練テクノ 

フロント

 

(2) 非連結子会社 ３社

小松エージェンシー㈱

㈱ロジックス

㈲小松精練テクノ 

フロント

(2) 非連結子会社 ３社

小松エージェンシー㈱

㈱ロジックス

㈲小松精練テクノ 

フロント

(連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社３社は、いず

れも小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、中間純損

益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

 

(連結の範囲から除いた理由)

同左

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社３社は、いず

れも小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 持分法の適

用に関する

事項

(1) 持分法適用会社

 非連結子会社 ３社

 小松エージェンシー㈱

 ㈱ロジックス

 ㈲小松精練テクノ 

 フロント

 

(1) 持分法適用会社

 非連結子会社 ３社

 小松エージェンシー㈱

 ㈱ロジックス

 ㈲小松精練テクノ 

 フロント

 

(1) 持分法適用会社

 非連結子会社 ３社

 小松エージェンシー㈱

 ㈱ロジックス

 ㈲小松精練テクノ 

 フロント

 関連会社 ３社 

  ㈱トーケン 

  ㈱オノモリ 

  根上工業㈱

 関連会社 ３社 

  ㈱トーケン 

  ㈱オノモリ 

  根上工業㈱

 関連会社 ３社 

  ㈱トーケン 

  ㈱オノモリ 

  根上工業㈱ 

 

(2) 持分法適用会社との間に

生じた投資差額は発生年度

を基準に以後５年間で均等

償却していますが、金額が

僅少なものは発生年度に一

括償却しております。な

お、当中間連結会計期間末

における未償却残高は２百

万円です。

 

(2) 持分法適用会社との間に

生じた投資差額は発生年度

を基準に以後５年間で均等

償却していますが、金額が

僅少なものは発生年度に一

括償却しております。な

お、当中間連結会計期間末

における未償却残高は０百

万円です。

 

(2) 持分法適用会社との間に

生じた投資差額は発生年度

を基準に以後５年間で均等

償却していますが、金額が

僅少なものは発生年度に一

括償却しております。な

お、当連結会計年度末にお

ける未償却残高は１百万円

です。

(3) 持分法適用会社のうち、

中間決算日が中間連結決算

日と異なる会社について

は、各社の中間会計期間に

係る中間財務諸表を使用し

ております。

(3)    同左 (3) 持分法適用会社のうち、

決算日が連結決算日と異

なる会社については、各

社の事業年度に係る財務

諸表を使用しておりま

す。

３ 連結子会社

の中間決算

日(決算日)

等に関する

事項

 

連結子会社の中間決算日が

中間連結決算日と異なる会社

は次の通りです。

会社名 決算日

ケーエス染色㈱ ６月30日
㈱コマツインター 
リンク

６月30日

㈱ドム ６月30日

小松精練エンジニ
アリング㈱

６月30日

小松住江テック㈱ ６月30日

㈱カ・インパナ ６月30日

㈱クレスポ ６月30日

小松精練（蘇州）
有限公司

６月30日

 

連結子会社の中間決算日が

中間連結決算日と異なる会社

は次の通りです。

会社名 決算日

小松精練（蘇州）
有限公司

６月30日

㈱ケイズテック ６月30日

ケーエス染色㈱ ６月30日

㈱カ・インパナ ６月30日

㈱ドム ６月30日

㈱クレスポ ６月30日

㈱コマツインター
リンク

６月30日

小松精練エンジニ
アリング㈱

６月30日

連結子会社の決算日が連結

決算日と異なる会社は次の通

りです。

会社名 決算日

小松精練（蘇州）
有限公司

12月31日

㈱ケイズテック 12月31日

ケーエス染色㈱ 12月31日

㈱カ・インパナ 12月31日

㈱ドム 12月31日

㈱クレスポ 12月31日
㈱コマツインター
リンク

12月31日

小松精練エンジニ
アリング㈱

12月31日

中間連結財務諸表の作成に

当たっては、連結子会社の中

間決算日現在の中間財務諸表

を使用しております。

中間連結財務諸表の作成に

当たっては、連結子会社の中

間決算日現在の中間財務諸表

を使用しております。

連結財務諸表の作成に当た

っては、同決算日の財務諸表

を使用しております。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基

準に関する

事項

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

(イ) 有価証券

 ―――――
 
 
 
 
 ① 満期保有目的の債券

   償却原価法(定額法)

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

(イ) 有価証券

 ① 売買目的有価証券

時価法（売却原価は、

移動平均法により算

定）

 ② 満期保有目的の債券

同左

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

(イ) 有価証券

 ① 売買目的有価証券

同左 

 

 

 ② 満期保有目的の債券

同左

 ② その他有価証券

  ・時価のあるもの

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は主とし

て移動平均法により算

定しております。)

 ③ その他有価証券

  ・時価のあるもの

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は主とし

て移動平均法により算

定しております。)

なお、組込デリバテ

ィブを区分して特定で

きない複合金融商品

は、複合金融商品全体

を時価評価し、評価差

額を営業外損益に計上

しております。

 ③ その他有価証券

  ・時価のあるもの

決算期末日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は主とし

て移動平均法により算

定しております。)

  ・時価のないもの

    移動平均法による原

価法

  ・時価のないもの

同左

  ・時価のないもの

同左

(ロ)  ───── (ロ)  ───── (ロ) デリバティブの評価基

準及び評価方法
  デリバティブ
   時価法

(ハ) たな卸資産

 ① 商品・原材料

   主として移動平均法に

よる原価法

(ハ) たな卸資産

 ① 商品・原材料

同左

(ハ) たな卸資産

 ① 商品・原材料

同左

 ② 製品・仕掛品

   主として個別法による

原価法(工程別総合原

価計算法)

 ② 製品・仕掛品

同左

 ② 製品・仕掛品

同左

 ③ 貯蔵品 

   個別法による原価法 

 

 ③ 貯蔵品

同左

 ③ 貯蔵品

同左



 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

(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

当社及び国内連結子会

社は、主として定率法

(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)は定額

法)を採用しておりま

す。なお、耐用年数及び

残存価額については、法

人税法に規定する方法と

同一の基準によっており

ます。

(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

  同左

(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

  同左

(会計方針の変更)
 法人税法の改正((所得税
法等の一部を改正する法律
平成19年３月30日 法律第
６号)及び(法人税法施行令
の一部を改正する政令 平
成19年３月30日 政令第83
号))に伴い、当中間連結会
計期間から、平成19年４月
１日以降に取得したものに
ついては、改正後の法人税
法に基づく方法に変更して
おります。 
 これによる損益に与える
影響は軽微であります。 
 
(追加情報) 
 当中間連結会計期間より
法人税法の改正に伴い、平
成19年３月31日以前に取得
したものについては、償却
可能限度額まで償却が終了
した翌年から５年間で均等
償却する方法によっており
ます。 
 当該変更に伴う損益に与
える影響は、営業利益、経
常利益、税金等調整前中間
純利益はそれぞれ59百万円
減少しております。

在外連結子会社は定額

法を採用しております。

同左 同左

(ロ) 無形固定資産

定額法を採用しており

ます。

なお、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)に基づいておりま

す。

(ロ) 無形固定資産

同左

(ロ) 無形固定資産

同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金

   売掛金等債権の貸倒れ

による損失に備えるた

め、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能

性を検討し、回収不能見

込額を計上しておりま

す。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金

同左

(ロ) 賞与引当金

従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、支給見込額のうち当

中間連結会計期間に負担

すべき額を計上しており

ます。

(ロ) 賞与引当金

同左

(ロ) 賞与引当金

従業員に対して支給

する賞与の支出に充て

るため、支給見込額の

うち当期に負担すべき

額を計上しておりま

す。

(ハ) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末にお

いて発生していると認め

られる額を計上しており

ます。

   なお、数理計算上の差

異は、各連結会計年度の

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定率法

により発生年度から費用

処理しております。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

（10年）による定額法に

より発生年度から費用処

理しております。

(ハ) 退職給付引当金

同左

(ハ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務の見込額に基

づき、当連結会計年度

末において発生してい

ると認められる額を計

上しております。

なお、数理計算上の

差異は、各連結会計年

度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（10年）

による定率法により発

生年度から費用処理し

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

（10年）による定額法

により発生年度から費

用処理しております。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(ニ) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退

職金規定に基づく中間連

結会計期間末日要支給額

を計上しております。

なお、提出会社におい

て当制度は平成16年６月

29日をもって廃止とな

り、「役員退職慰労引当

金」は制度廃止日に在任

していた役員に対する支

給予定額であります。

また、ケーエス染色

㈱、㈱コマツインターリ

ンク、㈱ドム、小松精練

エンジニアリング㈱及び

㈱カ・インパナは、当中

間連結会計期間中に支給

し、全額を取崩しており

ます。

(ニ) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退

職金規定に基づく中間連

結会計期間末日要支給額

を計上しております。

なお、提出会社におい

て当制度は平成16年６月

29日をもって廃止とな

り、「役員退職慰労引当

金」は制度廃止日に在任

していた役員に対する支

給予定額であります。

(ニ) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退

職金規定に基づく期末要

支給額を計上しておりま

す。

なお、当社において当

制度は平成16年６月29日

をもって廃止となり、

「役員退職慰労引当金」

は制度廃止日に在任して

いた役員に対する支給予

定額であります。 

 なお、連結子会社につ

きましては当連結会計年

度中に支給し、全額取崩

しております。

(4) 重要なリース取引の処理

方法

当社及び国内連結子会

社はリース物件の所有権

が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイ

ナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会

計処理によっておりま

す。

(4) 重要なリース取引の処理

方法

同左

(4) 重要なリース取引の処理

方法

同左

(5) その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項

  消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税

の会計処理は税抜方式に

よっております。

(5) その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

(5) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

 

５ 中間連結キ

ャッシュ・

フロー計算

書（連結 キ

ャッシュ・

フロー計算

書）にお け

る資金の範

囲

 手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左 同左



会計方針の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

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」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準第

５号 ）及び「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」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、28,339百万円で

あります。

中間連結財務諸表規則の改正に伴

い、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、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。

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）  

 当連結会計年度から、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は28,479百万円であ

ります。 

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。

（役員賞与に関する会計基準）

当中間連結会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第４号）を適用しており

ます。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

――――― （役員賞与に関する会計基準） 

 当連結会計年度から、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号）を適用しておりま

す。 

 これにより、従来の方法に比べて

営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は22百万円減少してお

ります。



表示方法の変更 

  

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─────  
 

 (中間連結貸借対照表）  

 前中間連結会計期間まで「現金及び預金」に含めてお

りました譲渡性預金（2,200百万円）は会計制度委員会

報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」（最終改

正 平成19年７月４日）において有価証券として取り扱

うこととされたため、当中間連結会計期間より「有価証

券」に含めております。  

 なお、前中間連結会計期間会計期間の「現金及び預

金」の中に含まれている譲渡性預金は4,770百万円であ

ります。  

 

従来、中間連結会計期間における消費税等の表示方法

は前払消費税等と預り消費税等を相殺せず、両建てのま

ま表示しておりましたが、当中間連結会計期間より前払

消費税等（893百万円）と預り消費税等（965百万円）は

相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。



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18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

 24,950百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

25,513百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

25,064百万円

※２ 過年度に取得した資産のうち

国庫補助金による圧縮記帳

は、建物及び構築物24百万

円、機械装置及び運搬具11百

万円であり、中間連結貸借対

照表計上額は、この圧縮記帳

額を控除しております。

※２ 当中間連結会計期間に取得し

た固定資産のうち国庫補助金

による圧縮記帳は建物及び構

築物101百万円、機械装置及

び運搬具10百万円でありま

す。また、過年度に取得した

資産のうち国庫補助金による

圧縮記帳は、建物及び構築物

24百万円、機械装置及び運搬

具11百万円であります。中間

連結貸借対照表計上額は、こ

の圧縮記帳額を控除しており

ます。

※２ 過年度に取得した資産のうち

国庫補助金による圧縮記帳

は、建物及び構築物24百万

円、機械装置及び運搬具11百

万円であり、連結貸借対照表

計上額は、この圧縮記帳額を

控除しております。

 ３ 偶発債務

    提出会社におきましては、

従業員の独立行政法人福祉医

療機構よりの住宅資金借入金

５百万円について、保証を行

っております。

 ３ 偶発債務

    提出会社におきましては、

従業員の独立行政法人福祉医

療機構等よりの住宅資金借入

金４百万円について、保証を

行っております。

 ３ 偶発債務

    提出会社におきましては、

従業員の独立行政法人福祉医

療機構等よりの住宅資金借入

金４百万円について、保証を

行っております。

※４ 中間連結会計期間末日の満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当中間

連結会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の

満期手形が中間連結会計期間

末日の残高に含まれておりま

す。

受取手形       465百万円

支払手形       754百万円

設備関係支払手形 56百万円

 

※４ 中間連結会計期間末日の満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当中間

連結会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の

満期手形が中間連結会計期間

末日の残高に含まれておりま

す。

受取手形及び
売掛金

317百万円

支払手形及び
買掛金

674百万円

流動負債その他
(設備関係支払
手形）

89百万円  

※４ 当連結会計年度末日の満期手

形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理し

ております。なお、当連結会

計年度の末日は金融機関の休

日であったため、次の満期手

形が当連結会計年度末日の残

高に含まれております。

受取手形及び 
売掛金

325百万円

支払手形及び 
買掛金

698百万円

流動負債その他 
(設備関係支払
手形)

47百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

広告宣伝費 135百万円

役員報酬 163百万円

給料手当 480百万円

賞与引当金 

繰入額
82百万円

退職給付費用 51百万円

福利厚生費 136百万円

減価償却費 62百万円

賃借料 107百万円

試験研究費 322百万円

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

広告宣伝費 143百万円

役員報酬 180百万円

給料手当 485百万円

賞与引当金 

繰入額
126百万円

退職給付費用 45百万円

福利厚生費 134百万円

減価償却費 66百万円

賃借料 107百万円

試験研究費 386百万円

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

広告宣伝費 292百万円

役員報酬 337百万円

給料手当 963百万円

賞与引当金 

繰入額
134百万円

退職給付費用 97百万円

福利厚生費 286百万円

減価償却費 130百万円

賃借料 210百万円

試験研究費 678百万円

 

※２ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。

その他 0百万円

───── ※２ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。

機械装置及び 
運搬具

0百万円

その他 0百万円

 

※３ 固定資産売却損の内訳は、次

のとおりであります。

機械装置及び運
搬具

0百万円

 

※３ 固定資産売却損の内訳は、次

のとおりであります。

機械装置及び運
搬具

3百万円

 

※３ 固定資産売却損の内訳は、次

のとおりであります。

機械装置及び運
搬具

0百万円

その他 0百万円

 

※４ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

建物及び 
構築物

1百万円

機械装置及び 
運搬具

15百万円

その他 1百万円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

建物及び
構築物

2百万円

機械装置及び
運搬具

13百万円

その他 1百万円

 

 

 

※４ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

建物及び
構築物

8百万円

機械装置及び 
運搬具

56百万円

その他 9百万円

───── ※５ 固定資産圧縮損は次のとおり

であります。

建物及び
構築物

101百万円

機械装置及び
運搬具

10百万円

─────



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 9,823株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 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 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 43,140,999 ― ― 43,140,999

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 410,297 9,823 ― 420,120

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29日 
定時株主総会

普通株式 213 5.00 平成18年３月31日 平成18年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
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11月16日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 213 5.00 平成18年９月30日 平成18年12月15日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 9,160株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 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 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 43,140,999 ― ― 43,140,999

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 430,555 9,160 ─ 439,715

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19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 213 5.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
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19年11月13日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 213 5.00 平成19年９月30日 平成19年12月14日



次へ 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 20,258株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

  

  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 43,140,999 ― ― 43,140,999

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 410,297 20,258 ─ 430,555

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29日 
定期株主総会

普通株式 213 5.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月16日 
取締役会

普通株式 213 5.00 平成18年９月30日 平成18年12月15日

決議 株式の種類 配当の原資
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19年６月28日 
 定時株主総会

普通株式 利益剰余金 213 5.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日



次へ 

(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
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,552百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金

△520百万円

取得日から３か月 
以内に償還期限の 
到来する短期投資 
(有価証券)

699百万円

現金及び 
現金同等物

6,732百万円

 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,148百万円

譲渡性預金(有価
証券)

2,200百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金

△540百万円

取得日から３か月
以内に償還期限の
到来する短期投資
(有価証券)

1,898百万円

現金及び 
現金同等物

6,706百万円
 

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,742百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金

△540百万円

取得日から３か月
以内に償還期限の
到来する短期投資
(有価証券)

1,098百万円

現金及び
現金同等物

7,301百万円



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具

939 260 678

その他 260 131 128

ソフト 
ウェア

41 14 27

合計 1,241 406 834

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

 

 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具

936 414 521

その他 305 167 137

ソフト 
ウェア

42 19 22

合計 1,283 601 682

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

 

 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高
相当額 

(百万円)

機械装置
及び 
運搬具

936 336 600

その他 293 145 147

ソフト
ウェア

41 18 23

合計 1,271 500 771

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により

算定しております。

 

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 212百万円

１年超 621百万円

合計 834百万円

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

 

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 216百万円

１年超 465百万円

合計 682百万円

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 218百万円

１年超 553百万円

合計 771百万円

(注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。

 

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 153百万円

減価償却費 
相当額

153百万円

 
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 112百万円

減価償却費
相当額

112百万円

 
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 208百万円

減価償却費
相当額

208百万円

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
（注） 当中間連結会計期間において、投資有価証券(その他有価証券で非上場株式)について、１百万円

減損処理を行っております。これは当該株式の売買実績並びに財政状態を元に実質価額を算定した
ところ、実質価額が低下しており回復に時間がかかると判断したことによるものです。 
 株式等の減損にあたっては、個別銘柄別にみて当中間連結会計期間末の時価が取得原価より

50％以上下落している場合に減損処理を行っております。 

 また、下落率が40％以上50％未満の場合には、対象銘柄の株価推移等を検討し、株価の回復可

能性を判断して減損処理を行っております。 

  

区分
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

 ① 国債・地方債等 801 795 △6

 ② 社債 1,702 1,688 △13

 ③ その他 ― ― ―

計 2,503 2,483 △19

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

(2) その他有価証券

 ① 株式 3,982 6,496 2,514

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

計 3,982 6,496 2,514

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

  非上場株式 2,181

  資産担保コマーシャルペーパー 2,398

計 4,579



当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

（注）その他有価証券の「その他」は複合金融商品であり、取得価額と貸借対照表計上額との差額△98百万円は連結

損益計算書の営業外費用に計上しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
（注） 株式等の減損にあたっては、個別銘柄別にみて当中間連結会計期間末の時価が取得原価より50％

以上下落している場合に減損処理を行っております。 

 また、下落率が40％以上50％未満の場合には、対象銘柄の株価推移等を検討し、株価の回復可

能性を判断して減損処理を行っております。 

  

区分
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

 ① 国債・地方債等 601 594 △6

 ② 社債 899 891 △8

 ③ その他 ― ― ―

計 1,500 1,485 △15

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

(2) その他有価証券

 ① 株式 4,317 6,828 2,511

 ② 債券 1,100 1,001 △98

 ③ その他 ― ― ―

計 5,417 7,830 2,412

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

  非上場株式 2,393

  譲渡性預金 2,200

  資産担保コマーシャルペーパー 1,898

計 6,492



前連結会計年度(平成19年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
(注)  株式等の減損にあたっては、個別銘柄別にみて当連結会計年度末の時価が取得原価より50％以上

下落している場合に減損処理をおこなっております。 
 また、下落率が40％以上50％未満の場合には、対象銘柄の株価推移等を検討し、株価の回復可能
性を判断して減損処理をおこなっております。 

  
  

区分
連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

 ① 国債・地方債等 601 594 △6

 ② 社債 799 790 △9

 ③ その他 ― ― ―

計 1,401 1,385 △15

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

(2) その他有価証券

 ① 株式 4,314 6,709 2,394

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

計 4,314 6,709 2,394

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

  非上場株式 2,263

  資産担保コマーシャルペーパー 1,498

計 3,762



前へ 

(デリバティブ取引関係) 

          デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 
  

(注)１ 時価の算定方法  取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  ２ 組込デリバティブを区分して特定できない複合金融商品は（有価証券関係）に含めて記載しております。 

３ 括弧内はオプション料でありますが、すべてゼロコストオプションであり、実際のオプション料の授受はあ

りません。 

対象物
の種類

取引の種類

前中間連結会計期間 
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日）

契約額等 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益 
(百万円)

通貨 オプション取引

 買建プット

   ユーロ ― ― ― ― ― ― 185 △3 △3

(3)

 売建コール

   ユーロ ― ― ― ― ― ― 185 2 2

(3)

合計 ― ― ― ― ― ― 370 △1 △1



(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18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計に占める「繊維事業」の割合が、いずれも90％を超
え、かつ「その他の事業」を業務縮小化し割合もきわめて僅少であるため、当中間連結会計期間より事
業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

 
(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主な製品等 

(1) 繊維事業…………衣料用及び産業用繊維素材（薄膜製品を含む）並びに関連品の製造販売 

(2) その他の事業……包装梱包、物流、機械製造販売及び繊維事業以外の事業 

３ 営業費用のうち、配賦不能営業費用として「消去又は全社」に含めた金額はありません。 

  

繊維事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は

全社(百万円)
連結(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

19,743 406 20,149 ─ 20,149

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

5 1,051 1,056 (1,056) ─

計 19,748 1,457 21,206 (1,056) 20,149

営業費用 18,936 1,397 20,333 (1,061) 19,272

営業利益 812 59 872 4 877



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主な製品等 

(1) 繊維事業…………衣料用及び産業用繊維素材（薄膜製品を含む）並びに関連品の製造販売 

(2) その他の事業……包装梱包、物流、機械製造販売及び繊維事業以外の事業 

３ 営業費用のうち、配賦不能営業費用として「消去又は全社」に含めた金額はありません。 

４ 当連結会計年度から、従来、繊維事業に含まれておりました、包装梱包、運送、保管等の繊維事業の周辺事

業について、その他の事業に含めて表示しております。 

 この変更は、従来のその他の事業の規模縮小を契機として事業区分の見直しを行い、当社の中核である繊

維製品の製造、販売にかかわる事業内容をより明瞭に表示するために行ったものであります。 

  なお、従来のセグメントによった場合は以下のとおりとなります。 
 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間（自 平
成19年４月１日 至 平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年
３月31日） 
 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情
報の記載を省略しております。 

  

繊維事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は

全社(百万円)
連結(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

36,692 897 37,589 ─ 37,589

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

13 2,105 2,118 (2,118) ―

計 36,705 3,002 39,708 (2,118) 37,589

営業費用 35,664 2,932 38,596 (2,134) 36,462

営業利益 1,041 70 1,111 15 1,127

繊維事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は 

全社(百万円)
連結(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

37,541 47 37,589 ─ 37,589

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

0 219 220 (220) ―

計 37,542 267 37,809 (220) 37,589

営業費用 36,452 240 36,692 (230) 36,462

営業利益 1,090 26 1,116 10 1,127



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

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

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

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

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

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

  

東アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,563 774 359 1,682 6,379

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 18,977

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.8 4.1 1.9 8.8 33.6

(1) 国又は地域の区分の方法 …地理的近接度による。

(2) 各区分に属する主な国又は地域…東アジア  ：中国、台湾、韓国

ヨーロッパ ：イタリア、フランス、ドイツ、イギリス

北米    ：アメリカ合衆国、カナダ

その他の地域：中近東

東アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,050 1,259 314 2,728 7,352

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 20,149

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

15.1 6.2 1.6 13.5 36.5

(1) 国又は地域の区分の方法 …地理的近接度による。

(2) 各区分に属する主な国又は地域…東アジア  ：中国、台湾、韓国

ヨーロッパ ：イタリア、フランス、ドイツ、イギリス

北米    ：アメリカ合衆国、カナダ

その他の地域：中近東

東アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,667 1,495 722 4,024 13,910

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 37,589

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

20.4 4.0 1.9 10.7 37.0

(1) 国又は地域の区分の方法 …地理的近接度による。

(2) 各区分に属する主な国又は地域…東アジア  ：中国、台湾、韓国

ヨーロッパ ：イタリア、フランス、ドイツ、イギリス

北米    ：アメリカ合衆国、カナダ

その他の地域：中近東



(１株当たり情報) 

  

 
  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益 

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 663円36銭 １株当たり純資産額 683円15銭 １株当たり純資産額 666円80銭

１株当たり中間純利益 13円59銭 １株当たり中間純利益 17円59銭 １株当たり当期純利益 21円69銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益の金額については、潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益の金額については、潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の金額については、潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。

前中間連結会計期間末
平成18年９月30日

当中間連結会計期間末
平成19年９月30日

前連結会計年度 
平成19年３月31日

中間連結貸借対照表の純資産の部の
合計額(百万円)

29,665 30,651 29,899

普通株式に係る純資産額(百万円) 28,339 29,171 28,479

差額の主な内訳

 少数株主持分 1,325 1,480 1,420

普通株式の発行済株式数(千株) 43,140 43,140 43,140

普通株式の自己株式数(千株) 420 439 430

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数 

（千株）

42,720 42,701 42,710

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間損益計算書上の中間(当期)純利
益(百万円)

580 751 926

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(百万円)

580 751 926

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 42,725 42,706 42,720



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18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 5,711 2,232 5,745

 ２ 受取手形 ※５ 4,061 3,623 3,574

 ３ 売掛金 4,746 5,766 5,515

 ４ 有価証券 3,501 6,078 3,605

 ５ たな卸資産 3,272 3,354 3,393

 ６ その他 ※４ 2,292 1,446 1,559

   貸倒引当金 △1 △6 △6

   流動資産合計 23,584 55.8 22,494 53.2 23,387 55.3

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 ※２ 1,789 1,679 1,731

  (2) 機械及び装置 ※２ 1,969 2,285 2,242

  (3) 土地 1,620 1,620 1,620

  (4) その他 ※２ 561 482 644

     計 5,940 6,069 6,239

 ２ 無形固定資産 141 129 143

 ３ 投資その他の 
   資産

  (1) 投資有価証券 8,094 9,198 8,078

  (2) 関係会社株式 3,157 3,367 3,367

  (3) 繰延税金資産 1,090 777 866

  (4) その他 237 237 236

     計 12,580 13,581 12,548

   固定資産合計 18,662 44.2 19,780 46.8 18,931 44.7

   資産合計 42,246 100.0 42,274 100.0 42,318 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 3,417 3,177 3,437

 ２ 買掛金 3,588 4,385 3,849

 ３ 未払法人税等 346 203 375

 ４ 設備関係 
   支払手形

※５ 137 290 361

 ５ 賞与引当金 392 464 537

 ６ その他 ※４ 1,191 603 881

   流動負債合計 9,074 21.5 9,125 21.6 9,442 22.3

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 4,993 4,740 4,850

 ２ 役員退職慰労 
   引当金

574 401 401

 ３ その他 43 33 18

   固定負債合計 5,610 13.3 5,175 12.2 5,270 12.5

   負債合計 14,685 34.8 14,301 33.8 14,712 34.8



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 4,680 11.1 4,680 11.1 4,680 11.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 4,720 4,720 4,720

   資本剰余金合計 4,720 11.2 4,720 11.2 4,720 11.2

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 746 746 746

  (2) その他 
    利益剰余金

    特別償却 
    準備金

37 10 20

    圧縮積立金 237 205 217

    別途積立金 14,411 14,411 14,411

    繰越利益 
    剰余金

1,414 1,898 1,573

   利益剰余金合計 16,848 39.9 17,273 40.9 16,969 40.1

 ４ 自己株式 △186 △0.5 △197 △0.5 △192 △0.5

   株主資本合計 26,063 61.7 26,476 62.7 26,178 61.9

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

1,497 3.5 1,496 3.5 1,427 3.3

   評価・換算 
   差額等合計

1,497 3.5 1,496 3.5 1,427 3.3

   純資産合計 27,561 65.2 27,973 66.2 27,605 65.2

   負債純資産合計 42,246 100.0 42,274 100.0 42,318 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19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 15,520 100.0 16,305 100.0 30,756 100.0

Ⅱ 売上原価 12,781 82.4 13,304 81.6 25,416 82.6

   売上総利益 2,738 17.6 3,001 18.4 5,340 17.4

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

2,099 13.5 2,261 13.9 4,233 13.8

   営業利益 639 4.1 739 4.5 1,107 3.6

Ⅳ 営業外収益 ※１ 146 0.9 221 1.4 455 1.5

Ⅴ 営業外費用 ※２ 0 0.0 135 0.8 6 0.0

   経常利益 785 5.0 825 5.1 1,556 5.1

Ⅵ 特別利益 ※３ 7 0.1 113 0.7 65 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４ 31 0.2 129 0.8 77 0.3

   税引前中間 
   （当期）純利益

761 4.9 809 5.0 1,545 5.0

   法人税、住民税 
   及び事業税

330 191 535

   法人税等調整額 △48 282 1.8 101 292 1.8 196 731 2.4

   中間(当期) 
   純利益

478 3.1 516 3.2 813 2.6



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

   
(注) その他利益剰余金の内訳 

 
  

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 利益準備金

その他利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 4,680 4,720 746 15,836 △181 25,803

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △213 △213

 中間純利益 478 478

 自己株式の取得 △4 △4

 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)

265 △4 260

平成18年９月30日残高(百万円) 4,680 4,720 746 16,101 △186 26,063

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,951 1,951 27,755

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △213

 中間純利益 478

 自己株式の取得 △4

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△454 △454 △454

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△454 △454 △193

平成18年９月30日残高(百万円) 1,497 1,497 27,561

項目
特別償却 

準備金
圧縮積立金

圧縮特別勘定

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) 85 310 11 14,411 1,017 15,836

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △213 △213

 中間純利益 478 478

 特別償却準備金の取崩 
 （前期分）

△32 32 ―

 圧縮積立金の積立（前期分） 11 △11 ―

 圧縮積立金の取崩（前期分） △64 64 ―

 圧縮特別勘定積立金の取崩 
 （前期分）

△11 11 ―

 特別償却準備金の取崩 
 （当中間分）

△16 16 ―

 圧縮積立金の取崩 
 （当中間分）

△19 19 ―

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△48 △72 △11 397 265

平成18年９月30日残高(百万円) 37 237 ― 14,411 1,414 16,101



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

   
(注) その他利益剰余金の内訳 

 
  

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 利益準備金

その他利益
剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 4,680 4,720 746 16,222 △192 26,178

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △213 △213

 中間純利益 516 516

 自己株式の取得 △5 △5

 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)

303 △5 297

平成19年９月30日残高(百万円) 4,680 4,720 746 16,526 △197 26,476

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 1,427 1,427 27,605

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △213

 中間純利益 516

 自己株式の取得 △5

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

69 69 69

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

69 69 367

平成19年９月30日残高(百万円) 1,496 1,496 27,973

項目
特別償却 
準備金

圧縮積立金 別途積立金
繰越利益
剰余金

合計

平成19年３月31日残高(百万円) 20 217 14,411 1,573 16,222

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △213 △213

 中間純利益 516 516

 特別償却準備金の取崩 △10 10 ―

 圧縮積立金の取崩 △11 11 ―

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△10 △11 ― 325 303

平成19年９月30日残高(百万円) 10 205 14,411 1,898 16,526



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

   
(注) その他利益剰余金の内訳 

 
  

  

  

  

  

  

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 利益準備金

その他利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 4,680 4,720 746 15,836 △181 25,803

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △427 △427

 当期純利益 813 813

 自己株式の取得 △10 △10

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計 
(百万円)

386 △10 375

平成19年３月31日残高(百万円) 4,680 4,720 746 16,222 △192 26,178

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,951 1,951 27,755

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △427

 当期純利益 813

 自己株式の取得 △10

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△524 △524 △524

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△524 △524 △149

平成19年３月31日残高(百万円) 1,427 1,427 27,605

項目
特別償却 
準備金

圧縮積立金
圧縮特別勘定

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) 85 310 11 14,411 1,017 15,836

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △427 △427

 当期純利益 813 813

 特別償却準備金の取崩 △64 64 ―

 圧縮積立金の積立 11 △11 ―

 圧縮積立金の取崩 △105 105 ―

 圧縮特別勘定積立金の取崩 △11 11 ―

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△64 △93 △11 556 386

平成19年３月31日残高(百万円) 20 217 ― 14,411 1,573 16,222



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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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 満期保有目的の債券

   償却原価法(定額法)

(1) 有価証券

 ① 売買目的有価証券

     時価法（売却原価

は、移動平均法によ

り算定）

 ② 満期保有目的の債券

同左

(1) 有価証券

 ① 売買目的有価証券

      同左 

 

 

 ② 満期保有目的の債券

同左

 ② 子会社株式及び関連

会社株式

   移動平均法による原

価法

 ③ 子会社株式及び関連

会社株式

同左

 ③ 子会社株式及び関連

会社株式

同左

 ③ その他有価証券

   時価のあるもの

    中間期末日の市場

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)

     

 ④ その他有価証券

   時価のあるもの

    中間期末日の市場

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)

    なお、組込デリバ

ティブを区分して特

定できない複合金融

商品は、複合金融商

品全体を時価評価

し、評価差額を営業

外損益に計上してお

ります。

 ④ その他有価証券

   時価のあるもの

    期末日の市場価格

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)

     

   時価のないもの

    移動平均法による

原価法

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

(2)    ───── (2)    ───── (2) デリバティブの評価基

準及び評価方法

   時価法

(3) たな卸資産

 ① 商品・原材料

   移動平均法による原

価法

(3) たな卸資産

 ① 商品・原材料

同左

(3) たな卸資産

 ① 商品・原材料

同左

 ② 製品・仕掛品

   個別法による原価法

(工程別総合原価計算

法)

 ② 製品・仕掛品

同左

 ② 製品・仕掛品

同左

 ③ 貯蔵品 

   個別法による原価法

 ③ 貯蔵品

同左

 ③ 貯蔵品

同左



 
  

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日)

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

  定率法(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、耐用年数及び残

存価額については法人税

法に規定する方法と同一

の基準によっておりま

す。

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

(会計方針の変更)
 法人税法の改正((所得
税法等の一部を改正する
法律 平成19年３月30日
法律第６号)及び(法人税
法施行令の一部を改正す
る政令 平成19年３月30
日 政令第83号))に伴
い、当中間会計期間か
ら、平成19年４月１日以
降に取得したものについ
ては、改正後の法人税法
に基づく方法に変更して
おります。 
 これによる損益に与え
る影響は軽微でありま
す。 
 
(追加情報) 
 当中間会計期間より法
人税法の改正に伴い、平
成19年３月31日以前に取
得したものについては、
償却可能限度額まで償却
が終了した翌年から５年
間で均等償却する方法に
よっております。 
 当該変更に伴う損益に
与える影響は、営業利
益、経常利益、税引前中
間純利益はそれぞれ59百
万円減少しております。

(2) 無形固定資産

  定額法を採用しており

ます。

  なお、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)に基づいておりま

す。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左



  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  売掛金等債権の貸倒れ

による損失に備えるた

め、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能

性を検討し、回収不能見

込額を計上しておりま

す。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、支給見込額のうち当

中間期に負担すべき額を

計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、支給見込額のうち当

期に負担すべき額を計上

しております。

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当期末におけ

る退職給付債務の見込額

に基づき、当中間期末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。

  なお、数理計算上の差

異は、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（10年）

による定率法により発生

年度から費用処理してお

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（10年）に

よる定額法により発生年

度から費用処理しており

ます。

(3) 退職給付引当金

同左

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当期末におけ

る退職給付債務の見込額

に基づき、当期末におい

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、数理計算上の差

異は、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(10年)に

よる定率法により発生年

度から費用処理しており

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（10年）による

定額法により発生年度か

ら費用処理しておりま

す。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退

職金規定に基づく中間期

末要支給額を計上してお

ります。

当制度は平成16年6月

29日をもって廃止とな

り、「役員退職慰労引当

金」は制度廃止日に在任

していた役員に対する支

給予定額であります。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退

職金規定に基づく期末要

支給額を計上しておりま

す。

当制度は平成16年6月

29日をもって廃止とな

り、「役員退職慰労引当

金」は制度廃止日に在任

していた役員に対する支

給予定額であります。

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 その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式

によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

同左

 



会計方針の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当中間会計期間から、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 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」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は27,561百万円であ

ります。

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財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当事業年度から、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は27,605百万円であ

ります。

財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。

 

（役員賞与に関する会計基準）

当中間会計期間から、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号）を適用しておりま

す。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

───── （役員賞与に関する会計基準）

当事業年度から、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会計基

準第４号）を適用しております。

これにより従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益は16百万円減少しておりま

す。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

  
─────

 (中間貸借対照表）  

 前中間会計期間まで「現金及び預金」に含めておりま

した譲渡性預金（2,200百万円）は会計制度委員会報告

第14号「金融商品会計に関する実務指針」（最終改正

平成19年７月４日）において有価証券として取り扱うこ

ととされたため、当中間会計期間より「有価証券」に含

めております。  

 なお、前中間会計期間の「現金及び預金」の中に含ま

れている譲渡性預金は4,770百万円であります。  

 

───── 従来、中間会計期間における消費税等の表示方法は前

払消費税等と預り消費税等を相殺せず、両建てのまま表

示しておりましたが、当中間会計期間より前払消費税等

（669百万円）と預り消費税等（718百万円）は相殺のう

え、流動負債のその他に含めて表示しております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は20,964百万円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は21,257百万円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は20,952百万円であります。

※２ 過年度に取得した資産のうち

国庫補助金による圧縮記帳額

は、建物18百万円、構築物５百

万円、機械及び装置11百万円で

あり、中間貸借対照表計上額

は、この圧縮記帳額を控除して

おります。

※２  当中間会計期間に取得した

固定資産のうち国庫補助金に

よる圧縮記帳は構築物101百

万円、機械及び装置10百万円

であります。また、過年度に

取得した資産のうち国庫補助

金による圧縮記帳は、建物18

百万円、構築物５百万円、機

械及び装置11百万円でありま

す。中間貸借対照表計上額

は、この圧縮記帳額を控除し

ております。

※２ 過年度に取得した資産のうち

国庫補助金による圧縮記帳額

は、建物18百万円、構築物５百

万円、機械及び装置11百万円で

あり、貸借対照表計上額は、こ

の圧縮記帳額を控除しておりま

す。

 ３ 偶発債務

   従業員の独立行政法人福祉医

療機構等よりの住宅資金借入金

５百万円について、保証を行っ

ております。

小松精練（蘇州）有限公司の

金融機関からの借入に対して、

100百万円の債務保証を行って

おります。

 ３ 偶発債務

   従業員の独立行政法人福祉医

療機構等よりの住宅資金借入金

  ４百万円について、保証を行っ

ております。

小松精練（蘇州）有限公司の

金融機関からの借入に対して、

100百万円の債務保証を行っ

ております。

 ３ 偶発債務

   従業員の独立行政法人福祉医

療機構等よりの住宅資金借入金

  ４百万円について、保証を行っ

ております。

小松精練（蘇州）有限公司の

金融機関からの借入に対して、

100百万円の債務保証を行っ

ております。

※４ 消費税等の取扱い

   前払消費税等及び預り消費税

等は相殺せず、それぞれ流動資

産のその他及び流動負債のその

他に含めて表示しております。

※４ 消費税等の取扱い

   前払消費税等及び預り消費税

等は相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。

─────

※５ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。

なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。

受取手形 465百万円

支払手形 754百万円

設備関係 
支払手形

56百万円

※５ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。

なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。

受取手形 317百万円

支払手形 674百万円

設備関係
支払手形

89百万円

 

※５ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって

決済処理しております。

なお、当事業年度の末日は金

融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形が、期末残高

に含まれております。

受取手形 325百万円

支払手形 698百万円

設備関係
支払手形

47百万円



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息及び 
配当金

64百万円

 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息及び
配当金

117百万円

 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息及び 
配当金

188百万円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 0百万円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

投資有価証券評
価損

98百万円

有価証券
運用損

37百万円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払信託
手数料

5百万円

※３ 特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金 
戻入額

7百万円

※３ 特別利益のうち主要なもの

国庫補助金
収入

113百万円

※３ 特別利益のうち主要なもの

役員退職慰労引
当金戻入額

62百万円

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

機械及び装置 
除却損

15百万円

※４ 特別損失のうち主要なもの

機械及び装置
除却損

11百万円

構築物圧縮損 101百万円

機械及び装置
圧縮損

10百万円

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

機械及び装置 
除却損

47百万円

 

５ 減価償却実施額

有形固定資産 415百万円

無形固定資産 77百万円
 

５ 減価償却実施額

有形固定資産 465百万円

無形固定資産 19百万円
 

５ 減価償却実施額

有形固定資産 864百万円

無形固定資産 147百万円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 9,823株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 9,160株 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 20,258株 

  

  

  

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 410,297 9,823 ― 420,120

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 430,555 9,160 ─ 439,715

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 410,297 20,258 ― 430,555



(リース取引関係) 

 
  

(有価証券関係) 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

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

 

工具器具 
及び備品 
（百万円）

取得価額 
相当額

85

減価償却 
累計額相当額

25

中間期末残高 
相当額

59

  

工具器具
及び備品 
（百万円）

取得価額 
相当額

157

減価償却 
累計額相当額

53

中間期末残高
相当額

103

  

工具器具 
及び備品 
（百万円）

取得価額
相当額

129

減価償却
累計額相当額

36

期末残高
相当額

92

───── (注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

─────

 

②未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 16百万円

１年超 43百万円

 合計 60百万円

 
 

②未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 31百万円

１年超 72百万円

 合計 103百万円

 

 

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 25百万円

１年超 68百万円

合計 93百万円

 

───── (注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

─────

 

③支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 8百万円

減価償却費 
相当額

8百万円

支払利息相当額 0百万円

 
 

③支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 15百万円

減価償却費
相当額

15百万円

  

③支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 20百万円

減価償却費
相当額

19百万円

支払利息相当額 1百万円

 

④減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

④減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。

─────

 

 

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。



前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式

で時価のあるものは、ありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

中間配当の状況 

平成19年11月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

  

 
(注) 平成19年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  

① 中間配当による配当金の総額 213百万円

② １株当たりの金額 ５円00銭

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成19年12月14日



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95期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年６月29日北陸財務局長に提出 

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書（上記(1)有価証券報告書の訂正報告書）を平成19年９月19日北陸財務局長に提出 

  

  

該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月20日

小 松 精 練 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

 

  
 

  

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

ている小松精練株式会社の平成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、小松精練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。 

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 

  

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  杉  本  隆  夫  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  坂  下  清  司  ㊞

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

社）が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月25日

小 松 精 練 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている小松精練株式会社の平成19年４月１日から平成20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19年４月１日から平成19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、小松精練株式会社及び連結子会社の平成19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19年４月１日から平成19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 

  

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  田  雄  一  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  坂  下  清  司  ㊞

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

社）が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月20日

小 松 精 練 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

 

  
 

  

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

ている小松精練株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第95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、小松精練株式会社の平成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。 

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 

  

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  杉  本  隆  夫  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  坂  下  清  司  ㊞

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

社）が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月25日

小 松 精 練 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている小松精練株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第96期事業年度の中間

会計期間（平成19年４月１日から平成19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、小松精練株式会社の平成19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19年４月１日から平成19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 

  

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  田  雄  一  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  坂  下  清  司  ㊞

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

社）が別途保管しております。
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