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１.17年３月期の連結業績 ( 平成16年４月１日 ～ 平成17年３月31日 ) 
(1)連結経営成績                 (注)記載金額は、百万円未満を四捨五入しております。 

 売    上    高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
17年３月期 
16年３月期 

 百万円 ％ 

 34,269 7.7 
 31,808 5.6 

 百万円 ％ 
 4,166 37.9 
 3,021 48.7 

 百万円 ％ 
 4,506 47.2 
 3,061 50.5 

 
 

当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

株 主 資 本 
当期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 
17年３月期 
16年３月期 

 百万円 ％ 

 2,211 △27.7 
 3,059 130.4 

円 銭 
 31 72 
 43 99 

円 銭 
－ 
－ 

％ 

 5.4 
 7.7 

％ 

 8.6 
 6.2 

％ 

 13.1 
 9.6 

 
(注) ①持分法投資損益 17年３月期     109 百万円 16年３月期     182 百万円 
 ②期中平均株式数(連結) 17年３月期  67,159,041 株 16年３月期  69,097,850 株 
 ③会計処理の方法の変更 無 
 ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 

(2)連結財政状態  

 総  資  産 株  主  資  本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 
17年３月期 
16年３月期 

百万円 

 53,512 
 50,726 

百万円 
 42,038 
 40,508 

％ 
 78.6 
 79.9 

円 銭 
 632 24 
 602 05 

 
(注) 期末発行済株式数(連結) 17年３月期  66,361,431 株 16年３月期  67,250,772 株 
 

(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
17年３月期 
16年３月期 

百万円 
 5,604 
 3,901 

百万円 
 △6,294 
 316 

百万円 
 △1,471 
 △2,503 

百万円 
 6,941 
 9,051 

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
 連結子会社数  12 社  持分法適用非連結子会社数  － 社  持分法適用関連会社数  １ 社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
 連結(新規)  － 社  (除外)  － 社     持分法(新規)  － 社  (除外)  － 社 
  

２.18年３月期の連結業績予想 ( 平成17年４月１日 ～ 平成18年３月31日 ) 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 
中 間 期 
通  期 

百万円 

 17,400 
 36,200 

百万円 
 2,300 
 5,250 

百万円 
 2,450 
 5,500 

百万円 
 1,450 
 3,250 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)        48円  97銭 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因 

 によって、予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる事項は、添付資料６ページをご参照下さい。 
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１.企業集団の状況 

当社及び関係会社（子会社13社及び関連会社１社）は、様々な産業分野での製造工程において、高性能・
高精度・高能率化に欠かすことの出来ない基礎工具としてのダイヤモンド及びＣＢＮ工具の製造販売とそ
の関連機器の販売、ならびに宝飾商品の販売を行っております。 

事業の系統図は次のとおりであります。 
 
 
 

 

 
得  意  先 

（海外製造販売会社） 

（海外製造販売会社） 

（海外製造販売会社） 

（海外販売会社） 

（海外製造販売会社） 

（海外製造販売会社※１） 

旭ダイヤモンドインダストリアルヨーロッパ SAS 

上海旭ダイヤモンド工業有限会社 

台湾ダイヤモンド工業株式会社 
 

ハグビー旭AB 
 

ハグビーU.S.A.,Inc. 

ハグビー旭フィンランドOY 

ハグビーデンマークApS 

新韓ダイヤモンド工業株式会社 
 

旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
株
式
会
社 

 

（
製
造
販
売
会
社
） 

無印 連結子会社            12社 

※１ 関連会社で持分法適用会社     １社 

※２ 非連結子会社で持分法非適用会社  １社 

製品 

材料 

サービス 

P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア 

旭ダイヤモンドインダストリアルオーストラリア Pty.,Ltd. 

（海外販売会社） 

（海外製造会社） 

旭ダイヤモンドアメリカ,Inc. 

（海外販売会社） 

山梨旭ダイヤモンド工業株式会社 

（国内製造会社） 

P.T.AIBO 

（海外販売会社） 

旭共栄株式会社 

（保険代理業※２） 
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関係会社の状況 

名  称 住  所 資 本 金 
議 決 権 の 
所 有 割 合 

関 係 内 容 摘 要 

(連結子会社) 
山梨旭ダイヤモンド工業 
株式会社 

 
山梨県韮崎市 

 
48,000千円 

 
100％ 

 
製品の製造委託 
土地と機械を賃貸 
役員の兼任３名 

※ 

旭ダイヤモンド 
インダストリアル 
ヨーロッパSAS 

仏国 
セデックス 

830千EUR 100％ 製品の販売 
役員の兼任２名(うち当社従業員１名) 

 

ハグビー旭AB 
スウェーデン 
ノラ 

8,000千SKR 100％ 製品の販売 
役員の兼任１名(うち当社従業員１名) 

 

ハグビーU.S.A.,Inc. 
米国 
アイダホ州 

30千US＄ 
100％ 

(100％) 
なし  

ハグビー旭フィンランドOY 
フィンランド 
ヴァンター 

8千EUR 
100％ 

(100％) 
なし  

ハグビーデンマークApS 
デンマーク 
ブレンビー 

125千DKK 
100％ 

(100％) 
なし  

旭ダイヤモンド 
インダストリアル 
オーストラリアPty.,Ltd. 

オーストラリア 
モナ ベール 

2,500千A＄ 100％ 
製品の販売 
資金援助 21百万円 

 

P.T.旭ダイヤモンド 
インダストリアル 
インドネシア 

インドネシア 
ベカシ 

2,569百万IDR 100％ 
資金援助 37百万円 
役員の兼任１名(うち当社従業員１名) 

 

P.T.AIBO 
インドネシア 
ベカシ 

25百万IDR 
100％ 

(100％) 
なし  

旭ダイヤモンド 
アメリカ,Inc. 

米国 
オハイオ州 

100千US＄ 100％ 
製品の販売 
役員の兼任３名(うち当社従業員１名) 

 

上海旭ダイヤモンド工業 
有限会社 

中国 
上海市 

1,800千US＄ 
100％ 
(40％) 

製品の購入 
役員の兼任２名(うち当社従業員１名) 

 

台湾ダイヤモンド工業 
株式会社 

台湾 
桃園県 

137百万NT＄ 69.1％ 
製品の販売 
製品の購入 
役員の兼任４名(うち当社従業員１名) 

※ 

(持分法適用関連会社) 
新韓ダイヤモンド工業 
株式会社 

 
韓国 
仁川廣域市 

 
6,500百万Ｗ 

 

 
28.5％ 

 

 
製品の販売 
仕入商品の購入 
役員の兼任４名 

 

(注)１. 関係会社の主要な事業の内容は、全てダイヤモンド工具事業であります。 
２. ※は特定子会社であります。 
３. 「議決権の所有割合」の欄の(  )内は、間接所有割合でうち数であります。 
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２．経営方針 
 
 
(１)会社の経営の基本方針 
当社は、市場の多様なニーズに対応した高品質な製品を提供することにより、お客様の満足度の向上を図ることを企

業理念としております。この企業理念のもと、高付加価値製品の開発ならびに製品の改良・改善を積極的に行い、生

産・技術・販売・サービスに全力を注ぎ、産業の発展に貢献することを目指すとともに、株主・取引先・地域社会・投

資家の皆様方と従業員からの信頼と期待に応えられる魅力ある会社づくりを経営の基本方針としております。 
 
(２)会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様への配当につきましては、収益状況と財務状況、将来の事業展開を総合的かつ長期的に勘案し、

安定した配当を継続的に実施することを基本方針としております。また、内部留保資金の使途につきましては、経営基

盤の強化・充実を目的として、生産設備の増強、研究開発の推進のための設備投資などに有効活用していく所存であり

ます。さらに、資本効率の向上と長期的な視点から、市場環境を見極めつつ、株主各位への還元として自己株式の取得

も行ってまいります。 
 
(３)投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

当社は、投資家層の拡大、株式の流動性の向上を資本政策の重要課題と位置づけております。今後の投資単位の引き

下げにつきましては、事務コストの増加も予想されることから、現在の株価水準、株主数、出来高などの市場の動向や

株券不発行制度の実施時期なども考慮しつつ、株主利益の視点で検討を続けてまいります。 
 
(４)目標とする経営指標 

当社が目標とする経営指標につきましては、常に安定した営業利益の確保が財務体質を強固にし、ひいては健全な経

営に繋がるものという観点から売上高営業利益率を数値目標とし、中長期の達成目標を 15％に設定しております。当

期におきましては、国内では生産性の効率化や原価低減運動の効果により、また海外では製造子会社の再編が一巡した

ことなどにより原価率が改善し、売上高営業利益率は前年同期に比べ大きく改善され12.2％となりました。 
 

(５)中長期的な会社の経営戦略 

当社は、国内におけるダイヤモンドおよびＣＢＮ工具のリーディングカンパニーとしての地位をより一層強固なもの

にするため、「海外市場の拡大」、「海外事業の収益拡大」、「製品開発力の強化」に積極的に取り組んでまいります。 

まず１つ目の「海外市場の拡大」につきましては、戦略業種とする電子・半導体、自動車関連にターゲットを絞り、

ヨーロッパ地区、中国地区に新たに設置した駐在員事務所を中心に、自動車産業の盛んな東南アジア地区も含め、需要

調査を早急に進めるとともに、販売地域や販売客先を見極め、より積極的な営業展開を図ることにより海外市場の拡大

に取り組んでまいります。 

２つ目の「海外事業の収益拡大」につきましては、ここ数年、海外における不採算子会社の整理や海外生産子会社の

新規設立など海外事業の再構築を進めてまいりました。今後も当社のみならず子会社間の連携をより強固にし、グロー

バルな観点から効率の良い事業活動を行い、さらなる収益の拡大に取り組んでまいります。 

３つ目の「製品開発力の強化」につきましては、当社グループを取り巻く業界からのニーズがより高品質・高技術化

し、かつ、競合他社との技術競争にも拍車が掛かっております。こうした状況に対処するためと、一層の合理化、省力

化、納期の迅速化に対応する目的も合わせ、三重工場では２工場を統合する新工場の建設に、玉川工場では増改築工事

にそれぞれ着手し、さらなる高付加価値製品の生産体制の構築に取り組んでおります。また同時に、研究開発面におき

ましても、基礎研究から応用開発まで担当する技術研究所と多様な既存製品の改良･開発を行っている各工場の生産技

術部門に加え、新規需要の創出を目指した製品開発を行うプロジェクトチームを発足させ、新たな収益源が確保できる

製品開発に、全社揚げて取り組んでまいります。 
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(６)会社の対処すべき課題 
現在、当社は自動車・半導体・電子部品業界からの順調な需要に応えるため、こうした業界向け製品の高性能化、納

期の迅速化、合理化および省力化を図る目的から、国内の工場再編に取り組んでおります。その一つである玉川工場で

は、平成18年６月の完成に向け増改築工事を進めており、完成後の生産能力を現行の約 80％増と予定しております。

また、三重・三重第二工場では、この２工場を統合する新工場の建設を計画中で、平成 18 年５月の完成を目指してお

り、完成後の生産能力を現行の 50％増と予定しております。なお、これらの工事につきましては、現状の生産体制に

影響が生じない様、万全な体制を維持することに努めてまいります。 

海外におきましては、中国の上海市には従来からの生産拠点の他に、営業サービス拠点を新設し、また東欧地区にお

いても、自動車関連業界との結びつきを深め、販売網の整備および拡大を図ってまいります。 
 

(７)コーポレート・ガバナンスに関する考え方及びその施策の実施状況 

①基本的な考え方 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業の永続的な成長・発展と企業価値向上のため、

当社グループ全般の重要事項に関する的確かつ迅速な意思決定とその遂行を基本方針とし、各部門の効率的な運営を

目的とした経営体制を築くことと考えております。 

また、経営の透明性の向上、経営責任の明確化、迅速な意思決定および経営監視機能の強化が不可欠であると考

え、優先課題として取り組んでおります。 
 

②施策の実施状況 

(ア)会社経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

(a)会社の機関の内容 

当社は、監査役制度を採用しております。現行の経営体制は取締役８名で構成され、機動的な経営を重視し、

堅実性、健全性および効率性を確保しつつ、株主等の利益と投資家の保護を念頭においた経営を行うこととし

ております。また、当社では株主総会が会社の意思決定を行う最高の機関と位置づけ、定期的な取締役会を開

催するほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執

行の状況を監督しております。 

当社の監査役会は４名で構成され、常勤監査役１名と非常勤監査役３名はすべて社外監査役であります。な

お、社外監査役と当社との取引関係はありません。 

上記のほか、平成 15 年７月より執行役員制度を導入し、経営と執行の分離を進めております。執行役員は

４名で、業務の執行責任を強化し、経営のスピードアップを図っております。 
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(b)内部統制システムの整備の状況 

当社の内部統制システムにつきましては、取締役は、取締役会において経営に関する重要事項の意思決定を

行うとともに、経営会議に出席し、決定された事項の指示や事業の執行状況の監督を行っております。また、

年２回開催される販売戦略を中心とする全社会議や毎月開催される生産会議に出席し、経営の基本方針の周知

徹底を図っております。監査役は、本社、支店及び工場での内部監査を通じて取締役会へ出席し、提言、助言

をするなど取締役への職務執行の監査を行っております。会計監査人には、正しい経営情報を提供するなど公

正不偏な立場から、顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に、適時アドバイスを受けております。 

また、特定事項に関する業務の遂行のため、環境対策委員会および安全衛生委員会などの委員会を設けてお

りますが、さらに監査部(仮称)、ＩＲ委員会(仮称)の創設や、内部通報窓口の設置準備などを現在進めており、

さらなる内部統制の強化を図っております。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
株   主   総   会 

監査 

報
告 

 

各事業本部 

管理、営業、生産技術、
海外事業、経営戦略企画 

技術研究所 
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任 
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告 
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助言 
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監査 

 

生産会議 

 

【内部統制】 

 

ＩＲ委員会(仮称) 

 

環境対策委員会 

 

安全衛生委員会 

 

監査部(仮称) 

 

全社会議 

 

経営会議 

 

監査役会 

 

執行役員 

 

取締役会 

 

会
計
監
査
人 

監査 
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(c)リスク管理体制の整備の状況 

当社は、上述した内部統制のもと、さらに、管理本部、営業本部、生産技術本部、海外事業本部、経営戦略

企画本部の各事業本部が法令遵守に留意した事業運営を行っております。今後も、業務全般に関するリスク管

理を徹底し、安定的な収益の確保と健全な経営基盤の確立を図るため、行動原則ならびに行動基準を策定し、

コンプライアンス体制の整備と強化に取り組んでまいります。 
 

(d)内部監査および監査役監査の状況 

内部監査は、当社経理部と子会社への出向社員との協力体制で、海外子会社の内部監査を行っております。 

監査役監査は、当期中に合計５回の監査役会を開催し、監査役会が策定した監査計画に従い、重要な会議へ

の出席、支店、営業所、工場などへの往査、会計監査人との相互連携した監査活動を行っております。 
 

(e)会計監査の状況 

業務を執行した公認会計士の氏名、所属および監査継続年数、監査業務にかかる補助者の構成ならびに審査

体制 

公認会計士の氏名 所属 連続して監査関連業務を行った監査年数 

鈴木 忠光 個人  30年 

石井 忠史 個人  6年 

上記の２名の公認会計士に加え、その補助者として３名の公認会計士がおり、合計５名が監査業務に携わっ

ております。また、審査体制につきましては、公認会計士大塚宏氏が監査調書の審査を行っております。 
 

(f) 役員報酬および監査報酬等 
①役員報酬 

取締役に支払った報酬 8名 227 百万円 
監査役に支払った報酬 6名  23 百万円 

計 14名 250 百万円 
上記のほか、退任監査役2名に対し退職慰労金の支給が8百万円あります。 

 
②監査報酬 

監査証明に係る報酬   23 百万円 
監査証明以外に係る報酬    - 百万円 

計 23 百万円 
 
 (イ)会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの当期における実施状況 

当期中において、取締役会を９回開催するとともに、取締役会のメンバーに、執行役員と国内子会社の社長が

参加して行われる経営会議を７回開催いたしました。 
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３．経営成績および財政状態 
 

Ⅰ 経営成績 
(１）当期の概況 

当連結会計年度における当社グループを取り巻く経済環境は、国内におきましては原油価格および鉄鋼原材料の高騰

の影響や期後半における電子・半導体業界の生産調整等がありましたが、個人消費の増加とアジア地域向けを主体とし

た輸出ならびに設備投資の増加により、堅調に推移いたしました。 

一方、海外におきましては中国を中心としたアジア経済の著しい成長に加え、米国では、設備投資が増加し雇用情勢

の改善が続くなど景気は順調に推移いたしました。また欧州の主要国の経済も概ね回復基調で推移いたしました。 

このような情勢のもと、当社グループの営業部門におきましては、中長期的な販売戦略を立て、好調に推移している

自動車関連業界や電子半導体業界に注力するとともに、生産・研究開発部門におきましても、高付加価値製品の研究・

開発に注力し、生産の効率化や原価の低減を推進いたしました。 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は342 億 69 百万円(前連結会計年度比7.7％増)、営業利益は41億 66 百万

円(前連結会計年度比37.9％増)、経常利益は45億６百万円(前連結会計年度比47.2％増)となりました。当期純利益は

22億11百万円を計上できましたが、前年度に法人税の調整額があったことから、前連結会計年度比は27.7％の減益と

なりました。 
 
(２）当期のセグメント別の業績 
ダイヤモンド工具部門 

ダイヤモンド工具事業部門におきましては、引き続き堅調な自動車関連業界に高精度工具を投入して拡販を推進する

とともに、欧州に販売拠点を設立し、自動車関連のユーザーを中心とした販売ネットの拡大を図りました。また、デジ

タル家電関連の好況に支えられた電子・半導体業界に対して積極的な販売活動を行った結果、売上高は 328 億 19 百万

円(前連結会計年度比7.4％増)となりました。 

業界に分類して概況をご説明いたしますと、次のとおりとなります。 
 
【業界別の概況】 
①電子・半導体業界 
電子業界は、デジタル家電の好況により、液晶およびＰＤＰガラス加工用ホイールの販売が好調に推移し、また

環境対応による太陽電池の需要が拡大し、多結晶・単結晶シリコン加工用工具の販売が増加いたしました。また、半

導体業界は、第３四半期以降、生産調整の影響から工具の需要が減少したものの、通期では前年度を上回る販売とな

りました。 
これらの結果、売上高は99億79百万円(前連結会計年度比8.6％増)となりました。 

 
②輸送機器業界 
自動車業界は、日系メーカーの海外販売の好調により安定した受注状況が続き、自動車部品加工用ダイヤモンド

ホイール、ＣＢＮホイールおよびロータリドレッサ等の販売が増加いたしました。また、環境対応による新たな工具

需要が上伸いたしました。 
これらの結果、売上高は55億18百万円(前連結会計年度比4.6％増)となりました。 

 
③機械業界 
自動車業界の好況を受け、超硬工具業界は生産が旺盛であり、超硬工具研削用ホイールの販売が増加し、軸受業

界もロータリドレッサ等の販売が上伸いたしました。また、設備投資の回復により、セラミックス構造部品加工用ホ

イール、ワイヤガイドダイスおよびウォータージェットノズル等の販売が好調に推移いたしました。 
これらの結果、売上高は84億11百万円(前連結会計年度比15.0％増)となりました。 
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④石材・建設業界 
石材業界は建築および墓石関連とも需要が回復せず、また建設業界は国内公共投資の減少により、需要が低迷し

たまま推移いたしましたが、海外におけるポータブルカッタや鉱山用ビットの販売が好調を維持いたしました。 
これらの結果、売上高は79億88百万円(前連結会計年度比0.5％増)となりました。 

 
⑤その他 
大学、研究機関、窯業および陶磁器メーカー等への製品の販売があり、それらの売上高は９億23百万円(前連結会

計年度比12.3％増)となりました。 

 
宝飾品部門 
宝飾品事業部門におきましては、個人消費の堅調を受け、各地での展示会販売が好調でありました。また、卸売り業

者への積極的な販売促進を行い、ブランド商品の開発や、長期の在庫の積極的な販売に努めた結果、売上高は14億51百

万円(前連結会計年度比15.0％増)となりました。 
 
(３）当期の利益配分 
当期の利益配当金につきましては、「会社の利益配分に関する基本方針」に基づき安定配当に努め、前期末配当金と

同額の１株当たり６円25銭とし、中間配当金６円25銭と合わせて年間配当金は前期と同額の12円50銭を予定しておりま

す。 
 
(４）次期の見通し 
次期の見通しにつきましては、国内経済は企業収益の改善による設備投資の増加が見込めるものの、個人消費の拡大

は大幅には見込めず、依然として先行き不透明な状況が予想されます。また海外におきましても、米国や中国を中心に

堅調に推移するものと思われるものの、原油価格をはじめとした原材料価格の値上がり、為替の変動リスクなどもあり、

予断を許さない状況が続くものと思われます。 

このような状況のもと、電子・半導体業界の生産調整から来る需要変動に影響されることのない安定した収益を上げ

られる体質にするため、自動車関連業界の世界規模での需要調査を行い、効率的・集中的・積極的な営業活動を展開し、

拡販に注力することといたします。また同時に機械業界に対しても、電子・半導体業界および輸送機器業界向け工作機

械に使用されるダイヤモンド工具の当社製品使用のシェア拡大に努めます。 

以上により、通期の業績につきましては、連結では、売上高は362億円(前期比5.6％増)、営業利益は52億50百万円

(前期比26.0％増)、経常利益は55億円(前期比22.1％増)、当期純利益は32億50百万円(前期比47.0％増)となる見込みで

あります。 

単独では、売上高は292億円(前期比5.4％増)、営業利益は40億円(前期比34.2％増)、経常利益は43億50百万(前期比

27.8％増)、当期純利益は25億50百万円(前期比7.8％増)と増益になる見込みであります。 
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Ⅱ 財政状態 

(１）当期のキャッシュ・フローの状況 
（単位：百万円） 

項 目 
前連結会計年度 

(平15.４.１～平16.３.31) 
当連結会計年度 

(平16.４.１～平17.３.31) 

増 減 
(△印減) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,901 5,604 1,703 

投資活動によるキャッシュ・フロー 316 △6,294 △6,610 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,503 △1,471 1,033 

現金及び現金同等物に係る換算差額 18 52 34 

現金及び現金同等物の増減額 1,731 △2,109 △3,841 

現金及び現金同等物の期末残高 9,051 6,941 △2,109 

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という｡)は、前連結会計年度と比べ21億９百万円減少し
69億41百万円の残高となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によって得られた資金は56億４百万円であり、前連結会計年度に比べ17億３百万円の増加となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益が40億91百万円、減価償却費が13億27百万円あったことによります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動に使用された資金は62億94百万円であり、前連結会計年度に比べ66億10百万円の増加となりました。こ

れは主に、国内の工場再編に伴い、新たに取得した工場用地代金及び工事手付代金等が44億36百万円、全体の資金計
画の見直しによる定期預金への預け入れ額が26億円あったことによります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果使用された資金は14億71百万円であり、前連結会計年度に比べ10億33百万円の減少となりました。

これは主に、自己株式の取得のため５億80百万円支出したこと、親会社による配当金の支払額が８億40百万円あった
ことによります。 
 

(２）連結ベースのキャッシュ・フロー指標の推移 
 

項 目 平成13年３月期 平成14年３月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 

株主資本比率(％) 74.0 78.5 79.5 79.9 78.6 

時価ベースの株主資本比率(％) 80.4 82.9 63.3 85.5 80.4 

債務償還年数(年) 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 
インタレスト･カバレッジ･ 
レシオ 20.3 27.0 89.6 175.2 246.0 

(注) １．各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表を用いて、以下の計算式により算出しております。 
株主資本比率 ：株主資本／総資産 
時価ベースの株主資本比率 ：株式時価総額／総資産 
債務償還年数 ：有利子負債／営業キャッシュ･フロー 
インタレスト･カバレッジ･レシオ ：営業キャッシュ･フロー／利息の支払額 

 ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 
 ３．営業キャッシュ･フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ･フローを使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対
象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ･フロー計算書の利息の支払額を使用し
ております。 
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４．連結財務諸表等 

（１）連結貸借対照表 (単位:百万円) 

  前連結会計年度 当連結会計年度 増 減 

  (平成16年３月31日現在) (平成17年３月31日現在) (△印減) 

区分 注記 
番号 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 

(資産の部)   ％  ％  

Ⅰ 流動資産       

 1. 現金及び預金  9,051  9,541  491 

 2. 受取手形及び売掛金  10,387  11,012  625 

 3. たな卸資産  4,900  4,636  △265 

 4. 繰延税金資産  1,693  764  △929 

 5. その他  384  140  △244 

   貸倒引当金  △92  △99  △7 

   流動資産合計  26,322 51.9 25,994 48.6 △328 

Ⅱ 固定資産       

 1. 有形固定資産 ※１      

  (1) 建物及び構築物 ※３ 4,023  3,735  △287 

  (2) 機械装置及び運搬具 ※３ 3,448  3,797  349 

  (3) 工具器具備品  389  466  77 

  (4) 土地 ※４ 
※７ 3,517  5,471  1,954 

  (5) 建設仮勘定  10  438  428 

   有形固定資産合計  11,387 22.4 13,908 26.0 2,521 

 2. 無形固定資産  84 0.2 74 0.1 △10 

 3. 投資その他の資産       

  (1) 投資有価証券 ※２ 10,415  10,270  △144 

  (2) 長期貸付金  47  43  △4 

  (3) 繰延税金資産  1,093  1,167  74 

  (4) その他  1,967  2,628  661 

    貸倒引当金  △589  △572  17 

   投資その他の資産合計  12,933 25.5 13,536 25.3 603 

   固定資産合計  24,404 48.1 27,518 51.4 3,114 

   資産合計  50,726 100.0 53,512 100.0 2,786 
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  (単位:百万円) 

  前連結会計年度 当連結会計年度 増 減 

  (平成16年３月31日現在) (平成17年３月31日現在) (△印減) 

区分 注記 
番号 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 

(負債の部)   ％  ％  

Ⅰ 流動負債       

 1. 支払手形及び買掛金  1,686  1,744  58 

 2. 短期借入金 ※３ 214  200  △13 

 3. 未払法人税等  118  773  655 

 4. 繰延税金負債  93  106  13 

 5. 賞与引当金  671  671  1 

 6. その他  1,417  1,544  127 

   流動負債合計  4,198 8.3 5,038 9.4 840 

Ⅱ 固定負債       

 1. 長期借入金 ※３ 108  127  19 
 2. 再評価に係る 
   繰延税金負債 

※７ 44  44  － 

 3. 退職給付引当金  5,397  5,800  403 

 4. 連結調整勘定  5  －  △5 

 5. その他  24  33  9 

   固定負債合計  5,579 11.0 6,004 11.2 425 

   負債合計  9,776 19.3 11,042 20.6 1,266 

(少数株主持分)       

   少数株主持分  442 0.9 432 0.8 △9 

(資本の部)       

Ⅰ 資本金 ※５ 4,102 8.1 4,102 7.7 － 

Ⅱ 資本剰余金  7,130 14.1 7,131 13.3 1 

Ⅲ 利益剰余金  31,177 61.5 32,531 60.8 1,354 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※７ 65 0.1 65 0.1 － 

Ⅴ その他有価証券評価差額金  1,626 3.2 1,732 3.2 105 

Ⅵ 為替換算調整勘定  △1,031 △2.0 △381 △0.7 650 

Ⅶ 自己株式 ※６ △2,562 △5.1 △3,143 △5.9 △581 

   資本合計  40,508 79.9 42,038 78.6 1,530 
   負債、少数株主持分及び 
   資本合計 

 50,726 100.0 53,512 100.0 2,786 
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（２）連結損益計算書 (単位:百万円) 

  前連結会計年度 当連結会計年度 増 減 

  
自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

(△印減) 

区分 
注記 
番号 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 

   ％  ％  

Ⅰ 売上高  31,808 100.0 34,269 100.0 2,461 
Ⅱ 売上原価 ※２ 21,490 67.6 22,835 66.6 1,345 
   売上総利益  10,317 32.4 11,434 33.4 1,116 
Ⅲ 販売費及び一般管理費      
 1. 販売費 

※１ 
※２ 

4,814  4,974  160 
 2. 一般管理費  2,482  2,294  △188 
   販売費及び一般管理費計  7,296 22.9 7,268 21.2 △28 
   営業利益  3,021 9.5 4,166 12.2 1,144 
Ⅳ 営業外収益       
 1. 受取利息  36  55  19 
 2. 受取配当金  130  101  △29 
 3. 為替差益   －  21  21 
 4. 連結調整勘定償却額  －  49  49 
 5. 持分法による投資利益  182  109  △73 
 6. 雑収入  118  85  △33 
   営業外収益計  466 1.5 420 1.2 △46 
Ⅴ 営業外費用       
 1. 支払利息  22  23  1 
 2. 為替差損  33  －  △33 
 3. 商品評価損  333  －  △333 
 4. 雑損失  38  56  18 
   営業外費用計  427 1.3 79 0.2 △348 
   経常利益  3,061 9.6 4,506 13.1 1,445 
Ⅵ 特別利益       
 1. 固定資産売却益  4  4  △0 
 2. 投資有価証券売却益  －  10  10 
 3. 国庫補助金等受入額  －  662  662 
 4. 関係会社株式売却益  －  14  14 
   特別利益計  4 0.0 690 2.0 686 
Ⅶ 特別損失       
 1. 固定資産売却損 ※３ 22  25  4 
 2. 固定資産除却損 ※４ 24  65  40 
 3. 固定資産圧縮損 ※５ －  662  662 
 4. 投資有価証券評価損  25  3  △23 
 5. 子会社整理損  438  －  △438 
 6. 為替差損  324  343  19 
 7. 退職慰労金  398  8  △391 
 8. その他の特別損失  43  －  △43 
   特別損失計  1,274 4.0 1,105 3.2 △169 
   税金等調整前当期純利益  1,791 5.6 4,091 11.9 2,300 
   法人税、住民税及び事業税  181 0.6 961 2.8 780 
   法人税等調整額  △1,518 △4.8 840 2.5 2,358 
   少数株主利益  70 0.2 79 0.2 9 
   当期純利益  3,059 9.6 2,211 6.5 △848 
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（３）連結剰余金計算書  (単位:百万円) 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  
自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

区分 注記 
番号 金 額 金 額 

(資本剰余金の部)      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   7,129  7,130 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

 1. 自己株式処分差益  1 1 1 1 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   7,130  7,131 

      

(利益剰余金の部)      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   29,005  31,177 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

 1. 当期純利益  3,059  2,211  

 2. 土地再評価差額金取崩額  6 3,065 － 2,211 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

 1. 配当金  872  840  

 2. 役員賞与  21 893 17 857 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   31,177  32,531 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円) 
  前連結会計年度 当連結会計年度 

  自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

区分 注記 
番号 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
 1. 税金等調整前当期純利益  1,791 4,091 
 2. 減価償却費  1,368 1,327 
 3. 貸倒引当金の増減額(減少は△)  △4 △13 
 4. 賞与引当金の増減額(減少は△)  77 1 
 5. 退職給付引当金の増減額(減少は△)  536 403 
 6. 受取利息及び受取配当金  △167 △156 
 7. 支払利息  22 23 
 8. 為替差損益(差益は△)  324 343 
 9. 持分法による投資利益  △182 △109 
 10. 有形固定資産売却益  △4 △4 
 11. 有形固定資産売却損  22 25 
 12. 有形固定資産除却損  24 65 
 13. 国庫補助金等受入額  － △662 
 14. 固定資産圧縮損  － 662 
 15. 投資有価証券評価損  25 3 
 16. 子会社整理損  438 － 
 17. 投資有価証券売却益   － △10 
 18. 関係会社株式売却益  － △14 
 19. 連結調整勘定償却額  － △49 
 20. 売上債権の増減額(増加は△)  △363 △563 
 21. たな卸資産の増減額(増加は△)  805 326 
 22. 仕入債務の増減額(減少は△)  △483 33 
 23. 役員賞与の支払額  △28 △23 
 24. その他  241 126 
    小計  4,443 5,824 
 25. 利息及び配当金の受取額  165 155 
 26. 利息の支払額  △22 △23 
 27. 子会社整理損の支払額  △438 － 
 28. 法人税等の支払額  △247 △352 
   営業活動によるキャッシュ・フロー  3,901 5,604 
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
 1. 定期預金の預入による支出  － △4,700 
 2. 定期預金の払戻による収入  － 2,100 
 3. 有形固定資産の取得による支出  △877 △4,436 
 4. 有形固定資産の売却による収入  1,829 133 
 5. 投資有価証券の取得による支出  △419 △525 
 6. 投資有価証券の売却による収入  129 1,124 
 7. 貸付金の回収による収入  17 6 
 8. その他投資の増減額(増加は△)  △363 4 
   投資活動によるキャッシュ・フロー  316 △6,294 
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
 1. 短期借入金の純増減額(減少は△)  6 △22 
 2. 長期借入れによる収入  59 90 
 3. 長期借入金の返済による支出  △55 △80 
 4. 自己株式の取得による支出  △1,606 △580 
 5. 親会社による配当金の支払額  △872 △840 
 6. 少数株主への配当金の支払額  △37 △39 
   財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,503 △1,471 
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  18 52 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少は△)  1,731 △2,109 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  7,319 9,051 
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 9,051 6,941 
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連結財務諸表作成のための基本となる事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する
事項 

(イ)連結子会社 
子会社はすべて連結しておりま

す。 
連結子会社の数は12社であり、主

要な連結子会社名は、「１.企業集
団の状況」の「関係会社の状況」に
記載しております。 

なお、前連結会計年度において連
結子会社であった旭ダイヤモンドイ
ンダストリアルUK CO.,Ltd.及びハ
グビー デ メキシコS.A デ C.V.
は、清算結了したことにより、連結
子会社から除外しております。 

 

(イ)連結子会社 
連結子会社の数は12社であり、主

要な連結子会社名は、「１.企業集
団の状況」の「関係会社の状況」に
記載しております。 

 
 

 ――― 
 
 
 

(ロ)非連結子会社 
会社名 
旭共栄株式会社 

 
(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は小規模であり、総
資産、売上高、当期純損益及び利益
剰余金等は、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。 

 
２ 持分法の適用に関す
る事項 

(イ)持分法を適用した関連会社数１社 
会社名 
新韓ダイヤモンド工業株式会社 

 

(イ)持分法を適用した関連会社数１社 
会社名 
同左 

 
 ――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
(ハ）上記の持分法適用会社は、決算

日が連結決算日と異なるため、当
該会社の事業年度に係る財務諸表
を使用しております。 

 

(ロ)持分法を適用していない非連結子
会社(旭共栄株式会社)は、当期純損
益及び利益剰余金等からみて、持分
法の対象から除いても連結財務諸表
に及ぼす影響が軽微であり、かつ全
体としても重要性がないため、持分
法の適用範囲から除外しておりま
す。 

 
(ハ）同左 

３ 連結子会社の事業年
度等に関する事項 

連結子会社12社のうち、在外子会
社11社の決算日は12月31日でありま
す。連結財務諸表の作成にあたって
は、同日現在の財務諸表を使用し、
連結決算日との間に生じた重要な取
引については、連結上必要な調整を
行っております。 
 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ 会計処理基準に関す
る事項 

  

(イ)重要な資産の評価
基準及び評価方法 

①有価証券 
a 満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 
b その他有価証券 

時価のあるもの 
決算期末日の市場価格に基づ

く時価法(評価差額は全部資本
直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定) 
 
時価のないもの 
移動平均法による原価法 

 

①有価証券 
a 満期保有目的の債券 

同左 
b その他有価証券 

時価のあるもの 
同左 

 
 
 
 

時価のないもの 
同左 

 ②たな卸資産 
主として個別法又は移動平均法に

よる原価法によっております。 
 

②たな卸資産 
同左 

(ロ)重要な減価償却資
産の減価償却の方法 

①有形固定資産 
主として定率法を採用しておりま

す。ただし、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 ５～50年 
機械装置及び運搬具 ２～10年 

 

①有形固定資産 
同左 

 ②無形固定資産 
主として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)に基づく定額法を採用して
おります。 

 

②無形固定資産 
同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(ハ)重要な引当金の計
上基準 

①貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上してお
ります。 

 

①貸倒引当金 
同左 

 ②賞与引当金 
当社及び国内連結子会社は、従業

員に対して支給する賞与の支出に充
てるため、支給見込額に基づき計上
しております。 

 

②賞与引当金 
同左 

 ③退職給付引当金 
当社及び国内連結子会社は、従業

員の退職給付に備えるため、当連結
会計年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき、当連
結会計年度末において発生している
額を計上しております。 

数理計算上の差異については、翌
連結会計年度において一括費用処理
することとしております。 

 

③退職給付引当金 
同左 

(ニ)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、連結決算
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及び負
債は、在外子会社等の決算日の直物
為替相場により円貨に換算し、収益
及び費用は期中平均相場により円貨
に換算し、換算差額は少数株主持分
及び資本の部における為替換算調整
勘定に含めております。 

 

同左 

(ホ)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。 

なお、在外連結子会社の一部会社
については、通常の売買取引に準じ
た会計処理によっております。 

 

同左 

(ヘ)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 
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。 
 

消費税等の会計処理 
同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

５ 連結子会社の資産及
び負債の評価に関する
事項 

連結子会社の資産及び負債の評価
については、全面時価評価法を採用
しております。 

 

同左 

６ 連結調整勘定の償却
に関する事項 

連結調整勘定の償却については、
５年間の均等償却を行っておりま
す。 

 

同左 

７ 利益処分項目等の取
扱いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の
利益処分について、連結会計年度中
に確定した利益処分に基づいて作成
しております。 

 

同左 

８ 連結キャッシュ・フ
ロー計算書における資
金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書に
おける資金(現金及び現金同等物)
は、手許現金、随時引き出し可能な
預金であります。 

連結キャッシュ・フロー計算書に
おける資金(現金及び現金同等物)
は、手許現金、随時引き出し可能な
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
らなります。 

 

 

追加情報 
 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― 
 

（外形標準課税） 
実務対応報告第12号「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての実
務上の取扱い」(企業会計基準委員会(平成16年2
月13日))が公表されたことに伴い、当連結会計期
間から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付
加価値割及び資本割73百万円を販売費及び一般管
理費として処理しております。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 

(平成16年３月31日現在) 

当連結会計年度 

(平成17年３月31日現在) 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額  
  24,609百万円 
 
※２ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 
 投資有価証券(株式) 2,510百万円 
 
※３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 
建物及び構築物 85百万円
機械装置及び運搬具 282   〃 
  計 367   〃 

担保付債務 
短期借入金 6百万円
長期借入金 86   〃 
  計 93   〃 

 
――― 

 
 

 
※５ 当社の発行済株式総数 
 普通株式 72,343,769株 
 
※６ 自己株式の保有数 
 普通株式 5,092,997株 
 
※７ 土地再評価法の適用 

当社は土地の再評価に関する法律(平成10年３月31
日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価
を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上してお
ります。 

再評価の方法 
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固
定資産税評価額により算出 

 再評価を行った年月日 平成14年３月31日 
 再評価を行った土地の当期末に 
 おける時価と再評価後の帳簿価 
 額との差額 △436百万円 
 

――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  
  25,213百万円 
 
※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 
 投資有価証券(株式) 1,727百万円 
 
※３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 
建物及び構築物 90百万円
機械装置及び運搬具 380   〃 
  計 469   〃 

担保付債務 
短期借入金 4百万円
長期借入金 104   〃 
  計 108   〃 

 
※４ 有形固定資産の圧縮記帳 

工場誘致条例用地取得助成金の受入662百万円を、
土地より控除しております。 

 
※５ 当社の発行済株式総数 
 普通株式 72,343,769株 
 
※６ 自己株式の保有数 
 普通株式 5,982,338株 
 
※７ 土地再評価法の適用 

当社は土地の再評価に関する法律(平成10年３月31
日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価
を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上してお
ります。 
再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３
月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固
定資産税評価額により算出 

 再評価を行った年月日 平成14年３月31日 
 再評価を行った土地の当期末に 
 おける時価と再評価後の帳簿価 
 額との差額 △787百万円 
 
８  当社及び連結子会社５社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を締結
しております。 

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借
入未実行残高は次のとおりであります。 

 
当座貸越極度額 5,976百万円
借入実行残高 105   〃 
差引額 5,871   〃 
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(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額
は次のとおりであります。 

(1) 販売費 
 給料手当 2,131百万円
 退職給付費用 203   〃 
 賃借料 481   〃 
 貸倒引当金繰入額 82   〃 
 減価償却費 36   〃 
(2) 一般管理費 
 給料手当 736百万円
 賞与引当金繰入額 84   〃 
 退職給付費用 327   〃 
 賃借料 487   〃 
 減価償却費 61   〃 

 
※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次のとおりであります。 
 1,231百万円

 
※３ 固定資産売却損の主なものは、機械装置の売却に

よります。 
 
※４ 固定資産除却損の主なものは、機械装置の除却に

よります。 
 

――― 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額
は次のとおりであります。 

(1) 販売費 
 給料手当 2,248百万円
 退職給付費用 143   〃 
 賃借料 451   〃 
 貸倒引当金繰入額 39   〃 
 減価償却費 54   〃 
(2) 一般管理費 
 給料手当 851百万円
 退職給付費用 54   〃 
 賃借料 530   〃 
 減価償却費 56   〃 

 
 
※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次のとおりであります。 
 1,377百万円

 
※３ 同左 
 
 
※４ 同左 
 
 
※５ 固定資産圧縮損は、土地に対するものでありま

す。 
  

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 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 

  現金及び預金勘定と一致しております。 
 9,051百万円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

 
現金及び預金 9,541百万円
預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△2,600   〃 

現金及び現金同等物 6,941   〃  

 



 ２２

(セグメント情報) 

 

（１）事業の種類別セグメント情報 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める｢ダイヤモンド工具事業｣
の割合がいずれも90％を超えているため、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。 

 
（２）所在地別セグメント情報 

前連結会計年度 （自 平成15年４月１日   至 平成16年３月31日） （単位:百万円） 

 日本 ヨーロッパ 
アジア・ 
オセアニア 

北米 計 
消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

  売上高        

 (1) 外部顧客に対する売上高 24,650 4,491 2,068 598 31,808 － 31,808 
 (2) セグメント間の内部 
     売上高又は振替高 

545 6 265 6 822 (822) － 

計 25,196 4,497 2,333 603 32,629 (822) 31,808 

  営業費用 22,564 4,384 2,071 602 29,621 (835) 28,786 

  営業利益 2,632 113 262 1 3,008 13 3,021 

Ⅱ 資産 33,325 2,928 4,643 241 41,137 9,589 50,726 

(注)１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1)ヨーロッパ ･･････････････････ フランス・スウェーデン 
(2)アジア･オセアニア････････････ 台湾・中国・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米････････････････････････ 米国 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は11,969百万円であり、その主なものは、親会社
での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門における資産等であります。 

 

当連結会計年度 （自 平成16年４月１日   至 平成17年３月31日）  （単位:百万円） 

 日本 ヨーロッパ 
アジア・ 
オセアニア 北米 計 

消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

  売上高        

 (1) 外部顧客に対する売上高 26,483 4,553 2,533 700 34,269 － 34,269 
 (2) セグメント間の内部 
     売上高又は振替高 

588 5 386 6 985 (985) － 

計 27,070 4,558 2,919 707 35,254 (985) 34,269 

  営業費用 23,857 4,202 2,388 672 31,118 (1,015) 30,104 

  営業利益 3,214 356 531 35 4,136 30 4,166 

Ⅱ 資産 36,550 3,341 3,183 291 43,366 10,146 53,512 

(注)１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1)ヨーロッパ ･･････････････････ フランス・スウェーデン 
(2)アジア･オセアニア････････････ 台湾・中国・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米････････････････････････ 米国 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は12,564百万円であり、その主なものは、親会社
での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門における資産等であります。 



 ２３

 
 

 

（３）海外売上高 

前連結会計年度 （自 平成15年４月１日   至 平成16年３月31日） （単位:百万円） 

 ヨーロッパ 
アジア・ 
オセアニア 

北米 
その他の 
地域 

計 

Ⅰ 海外売上高 4,835 4,547 943 432 10,757 

Ⅱ 連結売上高     31,808 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 15.2% 14.3% 3.0% 1.3% 33.8% 

(注)１．国又は地域の区分は、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又は地域 

(1)ヨーロッパ･･････････････････ フランス・スウェーデン 
(2)アジア･オセアニア･･･････････ 台湾・中国・タイ・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米･･･････････････････････ 米国 

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

当連結会計年度 （自 平成16年４月１日   至 平成17年３月31日） （単位:百万円） 

 ヨーロッパ 
アジア・ 
オセアニア 

北米 
その他の 
地域 

計 

Ⅰ 海外売上高 4,886 5,569 1,141 249 11,846 

Ⅱ 連結売上高     34,269 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 14.3% 16.3% 3.3% 0.7% 34.6% 

(注)１．国又は地域の区分は、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又は地域 

(1)ヨーロッパ ･････････････････ フランス・スウェーデン 
(2)アジア･オセアニア･･･････････ 台湾・中国・タイ・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米･･･････････････････････ 米国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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(リース取引関係) 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引 
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 263百万円 
減価償却累計額相当額 163   〃  
期末残高相当額 99   〃  

なお、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。 
※上記金額のうち、主なものは「工具器具備品」で
あります。 
 

②未経過リース料期末残高相当額 
１年内 40百万円 
１年超 59   〃  

 合計 99   〃  
なお、上記の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 61百万円

減価償却費相当額 61   〃 
 

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。 
 

２ オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 

１年内 67百万円 
１年超 194   〃  

 合計 261   〃  
 

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 
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 166百万円
減価償却累計額相当額 104   〃 
期末残高相当額 62   〃 

同左 
 
 
 
 
 

②未経過リース料期末残高相当額 
１年内 31百万円 
１年超 32   〃  

 合計 62   〃  
同左 
 
 
 
 

③支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 42百万円

減価償却費相当額 42   〃 
 

④減価償却費相当額の算定方法 
同左 
 
 

２ オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 

１年内 78百万円
１年超 174   〃 

 合計 252   〃 
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(税効果会計関係) 

前連結会計年度 

(平成16年３月31日現在) 

当連結会計年度 

(平成17年３月31日現在) 
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原
因別の内訳 
(繰延税金資産) 
 賞与引当金損金算入限度超過額 270百万円
 退職給付引当金損金算入限度超
過額 

2,095   〃 

 たな卸資産評価損否認 212   〃 
 繰越欠損金 1,046   〃 
 その他 330   〃 
繰延税金資産小計 3,952   〃 
評価性引当額 △24   〃 
繰延税金資産合計 3,928   〃 
(繰延税金負債)  
 特別償却準備金 △85   〃 
 その他有価証券評価差額金 △1,145   〃 
 その他 △5   〃 
繰延税金負債合計 △1,235   〃 
繰延税金資産の純額 2,693   〃 

 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
法定実効税率 41.0％ 
 (調整) 

住民税均等割等 2.6〃 
交際費等永久に損金に算入されない
項目 

2.8〃 

税率変更による期末繰延税金資産の
減額修正 

2.0〃 

在外子会社との税率差額 △8.4〃 
清算子会社の未認識税務利益 △115.9〃 
その他 1.2〃 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △74.7〃 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原
因別の内訳 
(繰延税金資産) 
 賞与引当金損金算入限度超過額 270百万円
 退職給付引当金損金算入限度超
過額 

2,291   〃 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 110   〃 
 たな卸資産評価損否認 96   〃 
 その他 367   〃 
繰延税金資産小計 3,134   〃 
評価性引当額 △2   〃 
繰延税金資産合計 3,132   〃 
(繰延税金負債)  
 特別償却準備金 △71   〃 
 その他有価証券評価差額金 △1,231   〃 
 その他 △5   〃 
繰延税金負債合計 △1,306   〃 
繰延税金資産の純額 1,825   〃 

 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
法定実効税率 40.2％ 
 (調整) 

住民税均等割等 1.2〃 
交際費等永久に損金に算入されない
項目 

1.3〃 

在外子会社との税率差額 △4.2〃 
税額控除 △3.0〃 
関連会社株式の一部売却に係る税額
差異 9.4〃 

その他 △0.9〃 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.0〃 
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 (有価証券関係) 
 
前連結会計年度 
 
１．その他有価証券で時価のあるもの(平成16年３月31日) 
 (単位:百万円) 

区 分 取得原価 
連結貸借対照表 

計上額 
差 額 

(1)株 式 1,594 4,302 2,709 

(2)その他 1,194 1,221 27 
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

小 計 2,788 5,523 2,736 

(1)株 式 66 55 △11 

(2)その他 300 295 △5 
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

小 計 366 350 △16 

合  計 3,153 5,873 2,720 

 
 
２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 
 (単位:百万円) 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

89 33 3 

 
 
３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成16年３月31日) 
 (単位:百万円) 

区 分 連結貸借対照表計上額 

(1)満期保有目的の債券  

①利付金融債 300 

合 計 300 

(2)その他有価証券  

①非上場株式(店頭売買株式を除く。) 1,662 

②その他 70 

合 計 1,732 

 
 
４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成16年３月31日) 
 (単位:百万円) 

区 分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 
(1)債 券 
 

    

利付金融債 － 300 － － 

(2)その他     

投資信託 － 1,410 8 － 

合 計 － 1,710 8 － 

(注)当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について25百万円減損処理を行っております。な
お、減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべ
て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損
処理を行っております。 



 ２７

 
 
 
 
 
 
当連結会計年度 
 
１．その他有価証券で時価のあるもの(平成17年３月31日) 
 (単位:百万円) 

区 分 取得原価 
連結貸借対照表 

計上額 
差 額 

(1)株 式 1,677 4,591 2,914 

(2)その他 994 1,000 6 
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

小 計 2,671 5,591 2,920 

(1)株 式 83 66 △18 

(2)その他 997 991 △6 
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

小 計 1,081 1,057 △24 

合  計 3,752 6,648 2,896 

 
 
２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
 (単位:百万円) 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

13 10 － 

 
 
３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成17年３月31日) 
 (単位:百万円) 

区 分 連結貸借対照表計上額 
(1)満期保有目的の債券  

①利付金融債 300 

合 計 300 

(2)その他有価証券  

①非上場株式(店頭売買株式を除く。) 1,569 

②その他 26 

合 計 1,595 

 
 
４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成17年３月31日) 
 (単位:百万円) 

区 分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 
(1)債 券 
 

    

利付金融債 － 300 － － 

(2)その他     

投資信託 － 1,883 10 － 

合 計 － 2,183 10 － 

(注)当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について３百万円減損処理を行っております。なお、
減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理
を行っております。 
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(退職給付関係) 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 
当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度

として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を
設けております。また、従業員の退職等に際して
割増退職金を支払う場合があります。 

当社については、昭和49年以降、退職一時金制
度から適格退職年金制度へ段階的に移行してお
り、現在は55％相当額について適格退職年金制度
を採用し、残額については退職一時金制度を充当
しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 
①退職給付債務 △9,195百万円
②年金資産 3,326   〃 
③未積立退職給付債務 △5,868   〃 
④未認識数理計算上の差異 471   〃 
⑤退職給付引当金 △5,397   〃 

 
３ 退職給付費用に関する事項 
①勤務費用 399百万円
②利息費用 194   〃 
③数理計算上の差異の費用処理額 627   〃 
④退職給付費用 1,220   〃 
 

 
４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

②割引率 2.0％ 
③期待運用収益率 0.0％ 
④数理計算上の差異の処理年数 翌期１年 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 
同左 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 退職給付債務に関する事項 
①退職給付債務 △9,676百万円
②年金資産 3,842   〃 
③未積立退職給付債務 △5,834   〃 
④未認識数理計算上の差異 33   〃 
⑤退職給付引当金 △5,800   〃 

 
３ 退職給付費用に関する事項 
①勤務費用 444百万円
②利息費用 174   〃 
③期待運用収益 △133   〃 
④数理計算上の差異の費用処理額 471   〃 
⑤退職給付費用 956   〃 
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

②割引率 2.0％ 
③期待運用収益率 4.0％ 
④数理計算上の差異の処理年数 翌期１年 
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(１株当たり情報) 

前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
 至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

  
１株当たり純資産額 602円５銭 １株当たり純資産額 632円24銭 

１株当たり当期純利益 43円99銭 １株当たり当期純利益 31円72銭 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
 

同左 

(注)１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 (単位:百万円) 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
 至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

 当期純利益  3,059  2,211 

 普通株主に帰属しない金額  19  81 

 (内利益処分による役員賞与金)  (19)  (81) 

 普通株式に係る当期純利益  3,039  2,130 

 普通株式の期中平均株式数(千株)  69,098  67,159 
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平成17年３月期 ５.個別財務諸表の概要 平成17年５月13日

上場会社名 上場取引所 ：東 

コード番号 6140 本社所在都道府県 ：東京都 

( URL  http://www.asahidia.co.jp/ )   

     代表者 代表取締役社長 木田 進  

問合せ先責任者 代表取締役専務管理本部長 大森 晃 TEL (03)3222-6311 
    

決算取締役会開催日 平成17年５月13日 中間配当制度の有無 有 
配当支払開始予定日 平成17年６月30日 定時株主総会開催日 平成17年６月29日 
単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）   

 

１.17年３月期の業績 ( 平成16年４月１日 ～ 平成17年３月31日 ) 

(1)経営成績                   (注)記載金額は、百万円未満を四捨五入しております。 

 売    上    高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
17年３月期 
16年３月期 

 百万円 ％ 

 27,700 7.5 
 25,766 5.5 

 百万円 ％ 
 2,981 19.9 
 2,485 45.5 

 百万円 ％ 
 3,403 35.5 
 2,512 45.7 

 

 当期純利益 
１株当たり 
当期純 利 益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

株 主 資 本 
当期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 
17年３月期 
16年３月期 

 百万円 ％ 

 2,366 199.2 
 791 592.1 

円 銭 
 34 48 
 11 44 

円 銭 
－ 
－ 

％ 

 6.2 
 2.1 

％ 

7.4 
5.6 

％ 

12.3 
 9.7 

 
(注) ①期中平均株式数 17年３月期  67,159,041 株 16年３月期  69,097,850 株 
 ②会計処理の方法の変更 無 
 ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 

(2)配当状況 

１株当たり年間配当金 
  中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株 主 資 本 
配 当 率 

 
17年３月期 
16年３月期 

円 銭 

12 50 
12 50 

円 銭 

6 25 
6 25 

円 銭 

6 25 
6 25 

百万円 

840 
853 

％ 

 36.3 
107.9 

％ 

2.2 
2.3 

 

(3)財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 
17年３月期 
16年３月期 

百万円 

 47,278 
 45,105 

百万円 
 38,405 
 37,356 

％ 
 81.2 
 82.8 

円 銭 
 577 97 
 555 48 

 
(注) ①期末発行済株式数 17年３月期  66,361,431 株 16年３月期  67,250,772 株 
 ②期末自己株式数 17年３月期   5,982,338 株 16年３月期   5,092,997 株 

 

２.18年３月期の業績予想 ( 平成17年４月１日 ～ 平成18年３月31日 ) 

１株当たり年間配当金  
売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

中 間 期 末  

 
中 間 期 
通  期 

百万円 

 14,000 
 29,200 

百万円 

 1,700 
 4,000 

百万円 

 1,880 
 4,350 

百万円 

 1,100 
 2,550 

円 銭 

6 25 

－ 

円 銭 

－ 

6 25 

円 銭 

－ 

12 50 
 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)         38円  43銭 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因 

 によって、予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる事項は、添付資料６ページをご参照下さい。 
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６．個別財務諸表等 

（１）貸借対照表 (単位:百万円) 

  前事業年度 当事業年度 増 減 
  (平成16年３月31日現在) (平成17年３月31日現在) (△印減) 

区分 注記 
番号 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 

(資産の部)   ％  ％  
Ⅰ 流動資産       
 1. 現金及び預金  7,687  7,826  140 
 2. 受取手形  3,681  3,825  144 
 3. 売掛金 ※１ 5,428  5,512  84 
 4. 商品  1,073  459  △615 
 5. 製品  868  1,039  171 
 6. 原材料  473  825  351 
 7. 仕掛品  599  627  28 
 8. 貯蔵品  513  98  △416 
 9. 繰延税金資産  1,612  601  △1,010 
 10. 未収入金 ※１ 179  138  △40 
 11. その他の流動資産  42  5  △37 
   貸倒引当金  △59  △58  1 
   流動資産合計  22,096 49.0 20,896 44.2 △1,200 
Ⅱ 固定資産       
 1. 有形固定資産 ※５      
  (1) 建物  3,214  2,954  △261 
  (2) 構築物  284  262  △22 
  (3) 機械及び装置  2,574  2,738  164 
  (4) 車輌及び運搬具  6  4  △2 
  (5) 工具器具及び備品  283  342  58 

  (6) 土地 ※６ 
※７ 3,469  5,423  1,953 

  (7) 建設仮勘定  －  404  404 
   有形固定資産合計  9,831 21.8 12,126 25.6 2,295 
 2. 無形固定資産       
  (1) 特許権  2  1  △1 
  (2) ソフトウェア  29  23  △6 
  (3) 電話加入権  23  23  △0 
  (4) 水道施設利用権  23  22  △2 
   無形固定資産合計  77 0.2 69 0.1 △8 
 3. 投資その他の資産       
  (1) 投資有価証券  7,625  8,306  681 
  (2) 関係会社株式  3,177  2,839  △339 
  (3) 従業員長期貸付金  47  43  △5 
  (4) 関係会社長期貸付金  79  58  △20 
  (5) 破産債権、更生債権 
    その他これらに準ずる債権 

 539  527  △13 

  (6) 長期前払費用  87  69  △18 
  (7) 繰延税金資産  882  997  115 
  (8) 差入保証金及び敷金  797  800  3 
  (9) その他の投資  415  1,100  685 
    貸倒引当金  △547  △551  △4 
   投資その他の資産合計  13,101 29.0 14,186 30.0 1,085 
   固定資産合計  23,009 51.0 26,382 55.8 3,373 
   資産合計  45,105 100.0 47,278 100.0 2,173 
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 (単位:百万円) 

  前事業年度 当事業年度 増 減 
  (平成16年３月31日現在) (平成17年３月31日現在) (△印減) 

区分 注記 
番号 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 

(負債の部)   ％  ％  
Ⅰ 流動負債       
 1. 買掛金 ※１ 1,280  1,358  78 
 2. 未払金  311  413  102 
 3. 未払費用  273  279  6 
 4. 未払法人税等  39  632  593 
 5. 未払消費税等  149  79  △69 
 6. 預り金  76  86  10 
 7. 賞与引当金  594  588  △6 
   流動負債合計  2,721 6.0 3,435 7.3 713 
Ⅱ 固定負債       
 1. 再評価に係る 
   繰延税金負債 

※７ 44  44  － 

 2. 退職給付引当金  4,984  5,395  411 
   固定負債合計  5,028 11.1 5,439 11.5 411 
   負債合計  7,749 17.2 8,873 18.8 1,124 

(資本の部)       
Ⅰ 資本金 ※２ 4,102 9.1 4,102 8.7 － 
Ⅱ 資本剰余金       
 1. 資本準備金  7,129  7,129  － 
 2. その他資本剰余金       
    自己株式処分差益  1  2  1 
   資本剰余金合計  7,130 15.8 7,131 15.1 1 
Ⅲ 利益剰余金       
1.  利益準備金  1,026  1,026  － 

 2. 任意積立金       
  (1) 技術研究基金  350  350  － 
  (2) 特別償却準備金  93  72  △21 
  (3) 別途積立金  25,000  25,000  － 
    任意積立金合計  25,443  25,422  △21 
 3. 当期未処分利益  526  2,072  1,546 
   利益剰余金合計  26,995 59.8 28,520 60.3 1,525 
Ⅳ 土地再評価差額金 ※７ 65 0.1 65 0.1 － 
Ⅴ その他有価証券評価差額金  1,627 3.6 1,729 3.7 103 
Ⅵ 自己株式 ※３ △2,562 △5.7 △3,143 △6.6 △581 
   資本合計  37,356 82.8 38,405 81.2 1,048 
   負債資本合計  45,105 100.0 47,278 100.0 2,173 
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（２）損益計算書 (単位:百万円) 
  前事業年度 当事業年度 増 減 

  
自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

(△印減) 

区分 
注記 
番号 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 

   ％  ％  
Ⅰ 売上高  25,766 100.0 27,700 100.0 1,934 
Ⅱ 売上原価 ※２ 17,824 69.2 19,337 69.8 1,513 
   売上総利益  7,943 30.8 8,363 30.2 421 
Ⅲ 販売費及び一般管理費      
 1. 販売費 

※１ 
※２ 

3,556  3,652  96 
 2. 一般管理費  1,901  1,730  △171 
   販売費及び一般管理費計  5,457 21.2 5,383 19.4 △75 
   営業利益  2,485 9.6 2,981 10.8 495 
Ⅳ 営業外収益       
 1. 受取利息  11  28  16 
 2. 受取配当金 ※３ 292  271  △21 
 3. 為替差益   －  24  24 
 4. 不動産等賃貸料 ※３ 80  67  △14 
 5. 雑収入 ※３ 117  99  △18 
   営業外収益計  501 1.9 488 1.8 △13 
Ⅴ 営業外費用       
 1. 支払利息  －  4  4 
 2. 為替差損  57  －  △57 
 3. 減価償却費 ※４ 63  39  △24 
 4. 商品評価損  333  －  △333 
 5. 雑損失  21  23  2 
   営業外費用計  475 1.8 66 0.2 △409 
   経常利益  2,512 9.7 3,403 12.3 891 
Ⅵ 特別利益       
 1. 固定資産売却益  1  1  △0 
 2. 国庫補助金等受入額  －  662  662 
 3. 関係会社株式売却益 ※５ －  628  628 
   特別利益計  1 0.0 1,290 4.7 1,290 
Ⅶ 特別損失       
 1. 固定資産売却損 ※６ 20  22  1 
 2. 固定資産除却損 ※７ 23  64  41 
 3. 固定資産圧縮損 ※８ －  662  662 
 4. 投資有価証券評価損  25  0  △25 
 5. 子会社整理損  387  －  △387 
 6. 退職慰労金  389  8  △382 
 7. その他の特別損失  43  －  △43 
   特別損失計  887 3.4 755 2.7 △131 
   税引前当期純利益  1,626 6.3 3,938 14.2 2,312 
   法人税、住民税及び事業税  75 0.3 670 2.4 595 
   法人税等調整額  760 2.9 903 3.3 143 
   当期純利益  791 3.1 2,366 8.5 1,575 
   前期繰越利益  161  126  △35 
   土地再評価差額金取崩額  6  －  △6 
   中間配当額  433  420  △13 
   当期未処分利益  526  2,072  1,546 

        



 ３４

 
 

 

（３）利益処分案  (単位:百万円) 

  
前事業年度 

株主総会承認日 
当事業年度 

株主総会開催予定日 

  (平成16年６月29日) (平成17年６月29日) 

区分 
注記 
番号 金 額 金 額 

Ⅰ 当期未処分利益   526  2,072 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

 1. 特別償却準備金取崩額  24 24 20 20 

     合 計   550  2,092 

Ⅲ 利益処分額      

 1. 配当金  420  415  

 2. 役員賞与金  －  50  

   (うち監査役賞与金)  (－)  (4)  

 3. 任意積立金      

  (1) 特別償却準備金  3  2  

  (2) 別途積立金   － 423 1,000 1,467 

Ⅳ 次期繰越利益   126  625 
       

(注) １．平成15年11月13日開催の取締役会の決議により、平成15年12月10日に433百万円(１株につ
き６円25銭)の中間配当を実施しております。 

２．平成16年11月12日開催の取締役会の決議により、平成16年12月10日に420百万円(１株につ
き６円25銭)の中間配当を実施しております。 

３．特別償却準備金は、租税特別措置法の規定に基づくものであり、取崩額及び繰入は税効果相当額を
控除した金額によっております。 



 ３５  

重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準
及び評価方法 

①満期保有目的の債券 
償却原価法(定額法) 

 
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その他有価証券 

a 時価のあるもの 
決算期末日の市場価格に基づ

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) 

b 時価のないもの 
移動平均法による原価法 

 

①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 

同左 
 
③その他有価証券 

a 時価のあるもの 
同左 

 
 
 

b 時価のないもの 
同左 

２ たな卸資産の評価基
準及び評価方法 

①商品、製品及び仕掛品 
個別法による原価法 

 
②原材料、貯蔵品 

移動平均法による原価法 
 

①商品、製品及び仕掛品 
同左 

 
②原材料、貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却
の方法 

①有形固定資産 
定率法を採用しております。ただ

し、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 ５～50年 
機械装置及び運搬具 ２～10年 

 

①有形固定資産 
同左 

 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)に基づく定額法を採用してお
ります。 

 

②無形固定資産 
同左 

４ 外貨建の資産及び負
債の本邦通貨への換算
基準 

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。 
 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

５ 引当金の計上基準 ①貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上してお
ります。 

 

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、支給見込額に基づ
き計上しております。 

 

②賞与引当金 
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及び年
金資産の見込額に基づき、当期末に
おいて発生している額を計上してお
ります。 

数理計算上の差異については、翌
事業年度において一括費用処理する
こととしております。 

 

③退職給付引当金 
同左 

６ 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 

７ その他財務諸表作成
のための重要な事項 

消費税等の会計処理について 
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。 

消費税等の会計処理について 
同左 
 
 

 
 

表示方法の変更 

 
前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― 前期において「貯蔵品」に含めて表示していた台
金等の資材については、当期より「原材料」に含め
て表示しております。 
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追加情報 

 
 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― 
 

（外形標準課税） 
実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱
い」(企業会計基準委員会(平成16年２月13日))が公表さ
れたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づ
き、法人事業税の付加価値割及び資本割73百万円を販売
費及び一般管理費として処理しております。 

 

 

注記事項 

 
(貸借対照表関係) 

前事業年度 

(平成16年３月31日現在) 

当事業年度 

(平成17年３月31日現在) 
※１ 関係会社に対する債権・債務 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
関係会社に対するものは次のとおりであります。 

売掛金 239百万円 
未収入金 115   〃 
買掛金 237   〃 

 
※２ 株式の状況 

授権株式数   普通株式 190,300,000株 
ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、これに相当する株式数を減ずることとな
っております。 

発行済株式総数  普通株式 72,343,769株 
 
※３ 自己株式の保有数 

普通株式 5,092,997株 
 
４  保証債務 

上海旭ダイヤモンド工業有限会社 19百万円 
 
※５ 有形固定資産の減価償却累計額 20,602百万円 
 

――― 
 

※１ 関係会社に対する債権・債務 
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。 
売掛金 237百万円 
未収入金 136   〃 
買掛金 281   〃 

 
※２ 株式の状況 

授権株式数   普通株式 190,300,000株 
ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、これに相当する株式数を減ずることとな
っております。 

発行済株式総数  普通株式 72,343,769株 
 
※３ 自己株式の保有数 

普通株式 5,982,338株
 

――― 
 
 
※５ 有形固定資産の減価償却累計額 20,879百万円 
 
※６ 有形固定資産の圧縮記帳 

工場誘致条例用地取得助成金の受入662百万円を、
土地より控除しております。 
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前事業年度 

(平成16年３月31日現在) 

当事業年度 

(平成17年３月31日現在) 
※７ 土地再評価法の適用 

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布
法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、土地再評価差額金を資本の部に計上しておりま
す。 

再評価の方法 
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固
定資産税評価額により算出 

 再評価を行った年月日 平成14年３月31日 
 再評価を行った土地の当期末に 
 おける時価と再評価後の帳簿価 
 額との差額 △436百万円 
 
８ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価
を付したことにより増加した純資産額は1,627百万円
であります。 

土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第
７条の２第１項の規定により、配当に充当することが
制限されております。 

 
――― 

 
 
 
 
 
 

 

※７ 土地再評価法の適用 
土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布

法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、土地再評価差額金を資本の部に計上しておりま
す。 
再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３
月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固
定資産税評価額により算出 

 再評価を行った年月日 平成14年３月31日 
 再評価を行った土地の当期末に 
 おける時価と再評価後の帳簿価 
 額との差額 △787百万円 
 
８ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価
を付したことにより増加した純資産額は1,729百万円
であります。 

土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第
７条の２第１項の規定により、配当に充当することが
制限されております。 

 
９  運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行

と当座貸越契約を締結しております。 
当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりであります。 
 

当座貸越極度額 5,500百万円
借入実行残高 -   〃 
差引額 5,500   〃 
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(損益計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次
のとおりであります。 

(1) 販売費 
   給料手当 1,584百万円
   福利厚生費 283   〃 
   退職給付費用 203   〃 
   賃借料 425   〃 
   旅費交通費 262   〃 
   貸倒引当金繰入額 68   〃 
   減価償却費 9   〃 
   販売諸費 243   〃 
(2) 一般管理費 
   給料手当 509百万円

賞与引当金繰入額 84   〃 
   福利厚生費 103   〃 
   退職給付費用 326   〃 
   賃借料 412   〃 
   減価償却費 26   〃 

 
※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 
999百万円 

 
※３ 関係会社との取引 

各科目に含まれている関係会社に対するものは次
のとおりであります。 

受取配当金 162百万円
不動産等賃貸料 74   〃 
雑収入 50   〃 

 
※４ 貸与資産に係る減価償却費であります。 
 

――― 
 
 
※６ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 2百万円
機械及び装置 13   〃 
土地 4   〃 
その他 2   〃 
  計 20   〃 

 
※７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

機械及び装置 16百万円
工具器具及び備品 6   〃 
  計 23   〃 

 
 
 

――― 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次
のとおりであります。 

(1) 販売費 
   給料手当 1,670百万円
   福利厚生費 283   〃 
   退職給付費用 143   〃 
   賃借料 392   〃 
   旅費交通費 295   〃 
   貸倒引当金繰入額 33   〃 
   減価償却費 16   〃 
   販売諸費 265   〃 
(2) 一般管理費 
   給料手当 593百万円
   福利厚生費 79   〃 
   退職給付費用 54   〃 
   賃借料 480   〃 
   減価償却費 34   〃 

 
 
※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 
1,154百万円 

 
※３ 関係会社との取引 

各科目に含まれている関係会社に対するものは次
のとおりであります。 

受取配当金 179百万円
不動産等賃貸料 63   〃 
雑収入 49   〃 

 
※４ 貸与資産に係る減価償却費であります。 
 
※５ 関連会社新韓ダイヤモンド工業株式会社の株式の

一部を売却したことによります。 
 
※６ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物・土地 15百万円
機械及び装置 7   〃 
  計 22   〃 

 
 
 
※７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 24百万円
構築物 1   〃 
機械及び装置 31   〃 
工具器具及び備品 8   〃 
  計 64   〃 

※８ 固定資産圧縮損は、土地に対するものでありま
す。  
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(リース取引関係) 
前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引 
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 219百万円
減価償却累計額相当額 130   〃 
期末残高相当額 89   〃 

なお、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。 
※上記金額のうち、主なものは「工具器具及び備

品」であります。 
 

②未経過リース料期末残高相当額 
１年内 37百万円 

１年超 52   〃  

 合計 89   〃  
なお、上記の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 52百万円
減価償却費相当額 52   〃 

 
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。 
 

２ オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 

１年内 2百万円 

１年超 4   〃  

 合計 6   〃  
 

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 
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 148百万円
減価償却累計額相当額 89   〃 
期末残高相当額 59   〃 

同左 
 
 
 
 
 

②未経過リース料期末残高相当額 
１年内 28百万円 

１年超 31   〃  

 合計 59   〃  
同左 
 
 
 
 

③支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 38百万円
減価償却費相当額 38   〃 

 
④減価償却費相当額の算定方法 
同左 
 
 

２ オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 

１年内 3百万円 

１年超 1   〃  

 合計 5   〃  
 

 

 

(有価証券関係) 

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。 
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(税効果会計関係) 

前事業年度 

(平成16年３月31日現在) 

当事業年度 

(平成17年３月31日現在) 
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原
因別の内訳 
(繰延税金資産) 
 賞与引当金損金算入限度超過額 239百万円
 退職給付引当金損金算入限度超
過額 

1,939   〃 

たな卸資産評価損否認 207   〃 
繰越欠損金 1,046   〃 

 その他 206   〃 
繰延税金資産合計 3,636   〃 
(繰延税金負債)  
 特別償却準備金 △49   〃 
 その他有価証券評価差額金 △1,093   〃 
繰延税金負債合計 △1,142   〃 
繰延税金資産の純額 2,494   〃 

 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
法定実効税率 41.0％ 
 (調整) 
住民税均等割等 2.8〃 
交際費等永久に損金に算入されない
項目 

3.8〃 

受取配当金等永久に益金に参入され 
ない項目 

△0.8〃 

税率変更による期末繰延税金資産の 
減額修正 

2.4〃 

その他 2.2〃 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.4〃 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原
因別の内訳 
(繰延税金資産) 
 賞与引当金損金算入限度超過額 236百万円
 退職給付引当金損金算入限度超
過額 

2,136   〃 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 104   〃 
 たな卸資産評価損否認 89   〃 
 その他 231   〃 
繰延税金資産合計 2,797   〃 
(繰延税金負債)  
 特別償却準備金 △37   〃 
 その他有価証券評価差額金 △1,163   〃 
繰延税金負債合計 △1,199   〃 
繰延税金資産の純額 1,598   〃 

 
――― 
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(１株当たり情報) 

前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
 至 平成16年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

  
１株当たり純資産額 555円48銭 １株当たり純資産額 577円97銭 

１株当たり当期純利益 11円44銭 １株当たり当期純利益 34円48銭 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
 

同左 

(注)１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 (単位:百万円) 

項目 
前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
 至 平成16年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

 当期純利益  791  2,366 

 普通株主に帰属しない金額  －  50 

 (内利益処分による役員賞与金)  (－)  (50) 

 普通株式に係る当期純利益  791  2,316 

 普通株式の期中平均株式数(千株)  69,098  67,159 
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７．役員の異動 

１．代表者の異動予定 

 

該当事項はありません。 

 

２．その他役員の異動予定（平成17年６月29日付） 

 

①新任取締役候補 

取締役大阪支店長     富 塚 康 夫 （現 執行役員大阪支店長） 

取締役千葉鶴舞工場長   堀 江 惣 治 （現 執行役員技術部長） 

取締役海外事業部担当   藍   敏 雄 （現 台湾ダイヤモンド工業株式会社 代表取締役 

兼上海旭ダイヤモンド工業有限会社 代表取締役） 

 

②退任予定取締役 

取締役経営戦略企画本部長          三 河 英 臣 

取締役                   笠 木   俊 

 

③取締役の担当業務の異動 

取締役管理本部副本部長    山 田 悟 郎 （現 取締役玉川工場長） 

取締役経営戦略企画本部長   川 嶋 一 夫 （現 取締役千葉鶴舞工場長） 

 

④新任執行役員候補 

執行役員玉川工場長      塩 谷 好 次 （現 三重工場製造部長） 

 

以上 




