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１. 17年９月中間期の連結業績 ( 平成17年４月１日 ～ 平成17年９月30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９月中間期 
16年９月中間期 

 百万円 ％

 17,509 2.8 
 17,030 9.4 

 百万円 ％

 2,382 16.3 
 2,048 79.9 

 百万円 ％

 2,596 14.6 
 2,265 83.9 

17年３月期  34,269 7.7  4,166 37.9  4,506 47.2 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
17年９月中間期 
16年９月中間期 

 百万円 ％

 1,574 95.2 
 806 946.2 

 円  銭 

 23 76 
 11 99 

 円 銭 

 － 
 － 

17年３月期  2,211 △27.7  31 72  － 
 
(注) ①持分法投資損益 17年９月中間期 61百万円 16年９月中間期 69百万円 17年３月期 109百万円 
 ②期中平均株式数(連結) 17年９月中間期 66,223,100株 16年９月中間期 67,237,696株 17年３月期 67,159,041株 
 ③会計処理の方法の変更 有 
 ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 

(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９月中間期 
16年９月中間期 

百万円 

 54,611 
 51,602 

百万円

 43,287 
 41,038 

％ 

 79.3 
 79.5 

円 銭 

 662 65 
 610 53 

17年３月期  53,512  42,038  78.6  632 24 
 
(注) 期末発行済株式数(連結) 17年９月中間期 65,324,299株 16年９月中間期 67,217,397株 17年３月期 66,361,431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９月中間期 
16年９月中間期 

百万円 

 1,814 
 2,569 

百万円

 △ 2,654 
 △ 7,925 

百万円 

 △ 1,285 
 △   560 

百万円

 4,802 
 3,107 

17年３月期  5,604  △ 6,294  △ 1,471  6,941 
 
(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  13 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)  1 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 

 
通  期 

百万円 

 36,200 
百万円

 5,250 
百万円 

 5,500 
百万円

 3,250 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)     49 円 75 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９ページをご参照下さい。 
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１.企業集団の状況 

当社及び当社の関係会社(子会社14社及び関連会社１社)は、ダイヤモンド工具事業と宝飾品事業を主に

行っているほか、これらに附帯するサービス業務を営んでおります。当社グループ(当社及び連結子会社)

の主要事業となるダイヤモンド工具事業部門では、多種多様なダイヤモンド及びＣＢＮ工具並びに、これ

らに関連する付属機器の製造及び販売を、多岐にわたる市場へ行っております。 

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 

ハグビーカナダInc. 

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           １３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・材料の販売 
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  

ハグビーカナダInc. 
カナダ 
ケベック州 

100CA＄
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 22百万円 
役員の兼任１名(うち当社従業員１名)

 

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％ 
材料の販売 
資金援助 93百万円 
役員の兼任２名(うち当社従業員２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２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・材料の販売及び購入 

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・材料の販売及び製品の購入 
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。 

４. 当期より、ハグビーカナダInc.を新たに連結の範囲に含めております。また、ハグビーデンマークApSは、当期

中に清算結了予定であります。 
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２．経営方針 
 

 
(１)会社の経営の基本方針 

当社は、長年培ってきた開発力、製造技術を基盤として、「優れた品質の製品を安定供給し、広く世界に貢献する」

ことを経営理念としております。この経営理念のもと、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、お客様の満足度の向上を図り、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。 
 
(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な

ど考慮しつつ、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

中間期におきましては、社員教育、品質の安定・向上などの生産効率の改善に取り組んだ結果、売上原価率が改善し、

売上高営業利益率は前年同期に比べ改善され13.6％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、「海外市場の拡販」、「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。 

１つ目の「海外市場の拡販」につきましては、戦略業種とする電子・半導体、自動車関連に焦点を絞り、フランスや

上海の各駐在員事務所や販売子会社である旭アメリカを拠点に、ヨーロッパ地区、中国およびアメリカ地区とともに、

自動車産業の盛んな東南アジア地区に対しても、綿密な需要調査を引き続き進めるとともに、販売地域や販売客先を早

急に見極め、当社グループ各製造拠点のより効率的、有効的な活用と、積極的な営業展開を図ることにより、「海外市

場の拡販」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、当社および子会社間の定期的な交流の場を設け連携をより強固に

し、グローバルな観点から効率の追求とグループ全体の利益を考えた事業活動を行い、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、世界的な環境保護への高まりから、太陽電池、自動車排ガス装置な

どセラミック技術を応用した環境対応商品の需要が拡大しており、これらの加工に欠かせない工具メーカーとして、当

社製品の更なる開発・改良に当社グループ挙げて取り組んでまいります。新たに建設中の三重工場や増改築工事に着手

しております玉川工場もこうしたニーズに応えるためで、「製品開発力の強化」のみならず、一層の合理化、省力化、

納期の迅速化にも繋がるものと考えております。また、当中間期より当社技術研究所を本社直轄の管理体制に変更して

おり、今後はより一層基礎研究および新製品の開発に注力していく所存であります。
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(６)会社の対処すべき課題 

当社グループは、当社の経営理念であります「優れた品質」、「製品の安定供給」、「広く世界への貢献」を実践する目

的から、以下の事項に取り組んでまいります。 

まず製造部門では、競合製品に対し優位性を持つ「優れた品質」の製品開発、ユーザーニーズに合った製品の改良・

改善を行い、「製品の安定供給」を常時図れる体制作りに取り組んでまいります。こうした体制作りの一つが国内では

玉川工場の増改築、新しい三重工場の建設であり、また海外では、フランスの工場を拠点として、ヨーロッパ地区のユ

ーザーに「製品の安定供給」が図れる体制作りを強化してまいります。 

次に販売部門では、「広く世界への貢献」を目指し、グローバルな観点から販売網の整備を図り、最適な製品供給の

体制を構築中であります。特に、自動車関連業界との結びつきを深めるため、ヨーロッパおよび中国地区にある駐在員

事務所を始めとし、タイ・インドネシア・インドなどの東南アジア地区においても、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基本的な考え方およびその施策の実施状況 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

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、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーから支

持され信頼される企業であり続けるため、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コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

(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９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、当社は執行役員制度を導入しており、経営と執行の分離を進めております。執行役員は３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、販売戦略を中心とする全社会議を開催し、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、支店および工場での監査を積極的に行うほか、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し、公正不偏な立場から会計監査をう

け、また顧問弁護士には、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。 

また当社は、本年７月に内部統制準備委員会を設置し、内部監査体制、リスク管理体制、情報管理体制およ

びコンプライアンス体制の構築などを進めており、さらなる内部統制の強化を図っております。 

 

当社の内部統制システムの模式図は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株   主   総   会 

監査 

報
告

選
任

選
任

報
告

選
任

助言 

顧
問
弁
護
士 

報告 

全社会議 

経営会議 

監査役会 
 

監査役 

執行役員 

会
計
監
査
人 

内部統制準備委員会 
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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順守に留意した事業運営を行っております。また、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、上述の内部統制準備委員会は、企業行動

原則ならびに行動憲章を策定し、法令順守マニュアルの作成に取り組んでおります。 
 

(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、国内外の子会社の内部監査を行っておりま

す。 

監査役監査は、当中間期に合計４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)当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名 

所属する監査法人名 公認会計士等の氏名等 

南平台監査法人  代表社員 業務執行社員 鈴木 忠光 

南平台監査法人  代表社員 業務執行社員 石井 忠史 

監査業務に係る補助者の構成 公認会計士４名 

 

 (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中間期における実施状況 

当中間期において、取締役会を７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５回開催いたしました。 

また、ＩＲ活動の一環としてアナリスト、機関投資家を対象とした中間および決算説明会を開催し、投資家の

皆様の声を経営に適切に反映するよう努めております。 
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３．経営成績および財政状態 

(１)経営成績 

① 当中間期の概況 

 当中間期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依然雇用情勢には厳しさが残り公共投資

は総じて低調に推移しましたが、個人消費は緩やかに増加し、企業収益の改善、設備投資の増加により景気は堅調に回

復傾向を辿っております。一方、海外におきましては、依然としてアジアでは中国を中心として景気が拡大傾向を続け、

米国、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。このような環境の中で、引き続き生産の効率化や原価

低減運動を推進し、海外での営業拠点の強化、当社グループ内の人材交流の促進など、効率の良い経営を行うことによ

り利益率を改善させてきました。 

以上の結果、当中間期の連結売上高は175 億９百万円(前年同期比2.8％増)となりました。一方損益面におきまして

は、営業利益は23億82百万円(前年同期比16.3％増)、経常利益は25億96百万円(前年同期比14.6％増)、中間純利

益は15億74百万円(前年同期比95.2％増)と大幅な増益となりました。 

 

② 当中間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、電子・半導体業界において、フラットパネルテレビの需要増で、液晶お

よびＰＤＰテレビ用のガラスが量産化したこと、およびソーラーパネルの需要拡大に支えられた太陽電池の生産が増加

したこと等に対し、これらの加工用工具の販売が順調に推移しました。また、自動車関連業界においても、年々高まる

排ガス規制に適合する浄化装置に対し、その加工用工具の受注が大幅に増加したこともあり、当事業部門の売上高は

168億97百万円(前年同期比4.3％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、フラットパネルテレビの販売好調によりマザーガラスメーカーの量産体制が整い、液晶およびＰＤＰ加

工用ホイールの販売が拡大し、さらに、太陽電池用の多結晶・単結晶シリコン加工用のメタルバンドソーの受注も好調

に推移しました。また、半導体業界では、日本を除くアジア地域では需要回復傾向にありますが、全体では未だ在庫調

整局面にあり、関連工具の受注は低迷しました。これらの結果、売上高は 54 億１百万円(前年同期比 1.6％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、ヨーロッパ自動車メーカーへの拡販

も進み、さらに、ディーゼル車用排気ガス浄化装置の加工用ホイールの受注が大幅に伸長しました。また、航空機業界

では、民間機の需要が拡大しており、ロータリドレッサを中心とした関連工具の販売が上伸いたしました。これらの結

果、売上高は30億68百万円(前年同期比15.6％増)となりました。 

(３)機械業界 

軸受・超硬工具業界は、自動車業界の好況を受け安定した推移をみせており、超硬工具研削用ホイールやロータリド

レッサ等の販売が上伸いたしました。また、機械付け工具として、ワイヤガイドダイスおよびウォータージェットノズ

ル等の販売も好調に推移しました。これらの結果、売上高は40億７百万円(前年同期比2.7％増)となりました。 

(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、海外における鉱物資源の開発が活況を呈しており、鉱山用ビットおよび関連機器の販売が大

きく上伸いたしました。これらの結果、売上高は39億20百万円(前年同期比2.0％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、上記以外の業種への製品の販売があり、それらの売上高は５億１百

万円(前年同期比0.7％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、個人消費の堅調による各地での展示会販売が順調に推移し、卸売り業者への積極的

な販売促進およびブランド商品の開発を積極的に行ないましたが、前期に、長期の在庫の積極的な販売を行ったことが

あり、売上高は６億12百万円(前年同期比25.5％減)と減少に転じました。 
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③ 当中間期の利益配分 

当中間期の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

同じく、中間配当金１株当たり６円25銭とさせていただきます。また、年間配当金は、前期と同じく１株当たり12円

50銭を予定しております。 

 

④ 通期の見通し 

今後のわが国の経済情勢につきましては、企業収益の改善傾向は持続していくものと思われるものの、原油価格の動

向が内外の経済に与える影響も不透明であり、まだまだ厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、先に述べた「海外市場の拡販」、「海外事業の収益拡大」、

「製品開発力の強化」に注力しつつ、好調を持続する電子・半導体、自動車関連業界向けに焦点を絞り、積極的な拡販

に努めてまいります。 

以上により、通期の業績見通しにつきましては、当初の見通しの通り、売上高は362 億円(前年同期比5.6％増)、営

業利益は52億50百万円(前年同期比26.0％増)、経常利益は55億円(前年同期比22.1％増)、当期純利益は32億50百

万円(前年同期比47.0％増)と見込んでおります。 
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(２)財政状態 

① キャッシュ･フローの状況 （単位：百万円） 

項 目 
前中間連結会計期間 

(平16.４.１～平16.９.30)

当中間連結会計期間 
(平17.４.１～平17.９.30) 

増 減 
(△印減) 

営業活動によるキャッシュ･フロー 2,569 １,814 △755 

投資活動によるキャッシュ･フロー △7,925 △2,654 5,272 

財務活動によるキャッシュ･フロー △560 △1,285 △726 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27 △14 13 

現金及び現金同等物の増減額 △5,944 △2,139 3,805 

現金及び現金同等物の中間期末残高 3,107 4,802 1,696 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という｡)は、前年同期と比べ 16 億 96 百万円増加し

48億２百万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、18 億 14 百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が25 億 67

百万円あったものの、法人税等の支払額が７億84百万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、26 億 54 百万円となりました。これは主に、国内の工場建設の一部代金を含む有形固

定資産の取得による支出が24億10百万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、12 億 85 百万円となりました。これは主に、自己株式の取得のため８億 21 百万

円支出したこと、親会社による配当金の支払額が４億15百万円あったことによります。 

 

② キャッシュ･フロー指標のトレンド 

項 目 
前々中間連結会計期間
(平成15年９月30日)

前中間連結会計期間
(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(平成17年９月30日)

前々期連結会計期間末 
(平成16年３月31日) 

前期連結会計期間末
(平成17年３月31日)

株主資本比率(％) 77.8 79.5 79.3 79.9 78.6 

時価ベースの株主資本比率(％) 75.0 74.0 105.9 85.5 80.4 

債務償還年数(年) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 

インタレスト･カバレッジ･レシオ 142.5 218.2 280.9 175.2 246.0 

(注) 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 

１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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。 

４．債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ･フローを年額に換算するために２倍にしております。 
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４．中間連結財務諸表等 

 

（１）中間連結貸借対照表  (単位:百万円) 

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日現在)

当中間連結会計期間末 

(平成 17年９月30日現在) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日現在)

区分 
注記

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

(資産の部)  ％ ％ ％

Ⅰ 流動資産   

  1. 現金及び預金  7,807 7,402  9,541

  2. 受取手形及び売掛金  10,954 11,235  11,012

  3. たな卸資産  4,642 4,710  4,636

  4. その他  1,865 982  904

    貸倒引当金  △111 △87  △99

    流動資産合計  25,156 48.8 24,243 44.4 25,994 48.6

Ⅱ 固定資産   

  1. 有形固定資産 ※１  

   (1) 建物及び構築物 ※２ 3,824 3,616  3,735

   (2) 機械装置及び運搬具 ※２ 3,560 3,956  3,797

   (3) 土地 ※３ 5,470 5,472  5,471

   (4) その他  463 2,335  904

    有形固定資産合計  13,316 25.8 15,380 28.2 13,908 26.0

  2. 無形固定資産  81 0.2 71 0.1 74 0.1

  3. 投資その他の資産   

   (1) 投資有価証券  9,647 12,321  10,270

   (2) その他  3,983 3,163  3,838

    貸倒引当金  △582 △566  △572

    投資その他の資産合計  13,048 25.3 14,917 27.3 13,536 25.3

    固定資産合計  26,445 51.2 30,368 55.6 27,518 51.4

    資産合計  51,602 100.0 54,611 100.0 53,512 100.0
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 (単位:百万円) 

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日現在)

当中間連結会計期間末 

(平成 17年９月30日現在) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日現在)

区分 
注記

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

(負債の部)  ％ ％ ％

Ⅰ 流動負債   

  1. 支払手形及び買掛金  1,768 1,702  1,744

  2. 短期借入金 ※２ 126 171  200

  3. 未払法人税等  144 793  773

  4. 賞与引当金  657 703  671

  5. その他 1,618 1,620  1,649

    流動負債合計 
 

4,314 8.4 4,989 9.1 5,038 9.4

Ⅱ 固定負債   

  1. 長期借入金 ※２ 117 141  127

  2. 退職給付引当金  5,591 5,670  5,800

  3. その他  78 79  77

    固定負債合計  5,786 11.2 5,890 10.8 6,004 11.2

    負債合計  10,100 19.6 10,879 19.9 11,042 20.6

(少数株主持分)   

   少数株主持分  464 0.9 445 0.8 432 0.8

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  4,102 7.9 4,102 7.5 4,102 7.7

Ⅱ 資本剰余金  7,131 13.8 7,131 13.1 7,131 13.3

Ⅲ 利益剰余金  31,544 61.1 33,616 61.6 32,531 60.8

Ⅳ 土地再評価差額金  65 0.1 65 0.1 65 0.1

Ⅴ その他有価証券評価差額金  1,444 2.8 2,646 4.8 1,732 3.2

Ⅵ 為替換算調整勘定  △664 △1.3 △309 △0.6 △381 △0.7

Ⅶ 自己株式  △2,584 △5.0 △3,965 △7.3 △3,143 △5.9

    資本合計  41,038 79.5 43,287 79.3 42,038 78.6

    負債、少数株主持分 

    及び資本合計 
 51,602 100.0 54,611 100.0 53,512 100.0
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（２）中間連結損益計算書  (単位:百万円) 

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

  
自 平成16年４月 １日 

至 平成16年９月30日 

自 平成17年４月 １日 

至 平成17年９月30日 

自 平成16年４月 １日 

至 平成17年３月31日 

区分 
注記

番号 
金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

  ％ ％ ％

Ⅰ 売上高  17,030 100.0 17,509 100.0 34,269 100.0

Ⅱ 売上原価  11,395 66.9 11,116 63.5 22,835 66.6

    売上総利益  5,635 33.1 6,393 36.5 11,434 33.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

  1. 販売費 ※１ 2,451 2,601  4,974

  2. 一般管理費 ※１ 1,136 1,410  2,294

    販売費及び一般管理費計  3,587 21.1 4,011 22.9 7,268 21.2

    営業利益  2,048 12.0 2,382 13.6 4,166 12.2

Ⅳ 営業外収益   

  1. 受取利息  28 27  55

  2. 受取配当金   58 75  101

  3. 為替差益   48 47  21

  4. 持分法による投資利益  69 61  109

  5. 雑収入  47 29  134

    営業外収益計  250 1.5 239 1.4 420 1.2

Ⅴ 営業外費用   

  1. 支払利息  12 6  23

  2. 雑損失  22 19  56

    営業外費用計  33 0.2 26 0.1 79 0.2

    経常利益  2,265 13.3 2,596 14.8 4,506 13.1

Ⅵ 特別利益   

  1. 固定資産売却益  4 6  4

  2. 投資有価証券売却益   － －  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  680 4.0 6 0.0 690 2.0

Ⅶ 特別損失   

  1. 固定資産売却損 ※２ 19 0  25

  2. 固定資産除却損 ※３ 33 7  65

  3. 固定資産圧縮損 ※４ 662 －  662

  4. 投資有価証券評価損  2 －  3

  5. 為替差損  343 －  343

  6. 退職慰労金  8 27  8

    特別損失計  1,066 6.3 35 0.2 1,105 3.2

    税金等調整前中間(当期)純利益  1,878 11.0 2,567 14.7 4,091 11.9

    法人税、住民税及び事業税  160 0.9 834 4.8 961 2.8

    法人税等調整額  855 5.0 124 0.7 840 2.5

    少数株主利益  58 0.3 35 0.2 79 0.2

    中間(当期)純利益  806 4.7 1,574 9.0 2,211 6.5
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（３）中間連結剰余金計算書  (単位:百万円) 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

  
自 平成16年４月 １日

至 平成16年９月30日

自 平成17年４月 １日 

至 平成17年９月30日 
自 平成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 金 額 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  7,130 7,131 7,130

Ⅱ 資本剰余金増加高   

  1. 自己株式処分差益  1 0 1

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高  7,131 7,131 7,131

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  31,177 32,531 31,177

Ⅱ 利益剰余金増加高   

  1. 中間(当期)純利益  806 1,574 2,211

    利益剰余金増加高計  806 1,574 2,211

Ⅲ 利益剰余金減少高   

  1. 配当金  420 415 840

  2. 役員賞与  19 74 17

    利益剰余金減少高計  439 489 857

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  31,544 33,616 32,531

 



 １５

（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書  (単位:百万円) 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

  
自 平成16年４月 １日

至 平成16年９月30日

自 平成17年４月 １日 

至 平成17年９月30日 

自 平成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 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 1. 税金等調整前中間(当期)純利益  1,878 2,567 4,091 

 2. 減価償却費  621 689 1,327 

 3. 貸倒引当金の増減額(減少は△)  12 △20 △13 

 4. 賞与引当金の増減額(減少は△)  △13 31 1 

 5. 退職給付引当金の増減額(減少は△)  194 △130 403 

 6. 受取利息及び受取配当金  △86 △103 △156 

 7. 支払利息  12 6 23 

 8. 為替差損益(差益は△)  343 － 343 

 9. 持分法による投資利益  △69 △61 △109 

 10. 有形固定資産売却益  △4 △6 △4 

 11. 有形固定資産売却損  19 0 25 

 12. 有形固定資産除却損  33 7 65 

 13. 国庫補助金等受入額  △662 － △662 

 14. 固定資産圧縮損  662 － 662 

 15. 投資有価証券評価損  2 － 3 

16. 関係会社株式売却益  △14 － △14 

 17. 売上債権の増減額(増加は△)  △588 △240 △563 

 18. たな卸資産の増減額(増加は△)  244 △108 326 

 19. 仕入債務の増減額(減少は△)  92 △48 33 

 20. 役員賞与の支払額  △25 △81 △23 

 21. その他  △19 △3 67 

    小計  2,633 2,502 5,824 

 22. 利息及び配当金の受取額  86 103 155 

 23. 利息の支払額  △12 △6 △23 

 24. 法人税等の支払額  △138 △784 △352 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  2,569 1,814 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 － △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  △3,219 △2,410 △4,436 

 4. 有形固定資産の売却による収入  130 81 133 

 5. 投資有価証券の取得による支出  △505 △370 △525 

 6. 投資有価証券の売却による収入  364 28 1,124 

 7. 貸付金の回収による収入  3 － 6 

 8. その他投資の増減額(増加は△)  2 17 4 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △7,925 △2,654 △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△)  △87 △25 △22 

 2. 長期借入れによる収入  17 28 90 

 3. 長期借入金の返済による支出  △10 △5 △80 

 4. 自己株式の取得による支出  △21 △821 △580 

 5. 親会社による配当金の支払額  △420 △415 △840 

 6. 少数株主への配当金の支払額  △39 △47 △39 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △560 △1,285 △1,471 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △27 △14 52 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少は△)  △5,944 △2,139 △2,109 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  9,051 6,941 9,051 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 3,107 4,802 6,941 

 



 １６

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(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。 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

(イ)連結子会社 

子会社14社のうち、連結子会社の数

は13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、当中間連結会計期間において

ハグビーカナダInc.を新たに設立した

ことにより、連結子会社に含めること

としました。 

 

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。 

 

(ロ)非連結子会社 

該当事項はありません。 

(ロ)非連結子会社 

会社名 

旭共栄株式会社 

(ロ)非連結子会社 

会社名 

同左 

 (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、中間純損益及び利益剰余

金等は、いずれも中間連結財務諸表に

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) 

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 

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 

同左 

 

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 

同左 

――― 

 

(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、中間純損益

及び利益剰余金等からみて、持分法

の対象から除いても中間連結財務諸

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。 

 

(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)上記の持分法適用会社は、中間決算

日が中間連結決算日と異なるため、

当該会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。 

 

(ハ)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。 

 



 １７

 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する

事項 

連結子会社12社のうち、在外子会社

11社の中間決算日は６月30日でありま

す。中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては同日現在の中間財務諸表を使用

し、中間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。 

 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する

事項 

連結子会社13社のうち、在外子会社

12社の中間決算日は６月30日でありま

す。中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては同日現在の中間財務諸表を使用

し、中間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。 

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。 

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 

中間連結決算末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定) 

 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

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 

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 

 

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 

同左 

 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 

   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 

 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 
 

(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 

  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 

  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 

 ②無形固定資産 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準 (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 

 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 

 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 

 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。 

(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、中間連結決

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、在外子会社等の中間決算日の直物

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。 

 

(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 

  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。 

 



 １９

 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(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。 

 

(ホ)重要なリース取引の処理方法 

  同左 

(ホ)重要なリース取引の処理方法 

  同左 

(へ)その他中間連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

(へ)その他中間連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

(へ)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 

 消費税等の会計処理 

  同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、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。 

 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

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。 

 

 



 ２０

会計処理の変更 

 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９

日))及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日）を適用し

ております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

――― 

 

 

――― 

 

 

(研究開発費の計上区分の変更) 

当社の研究開発費は、各工場内にお

ける既存製品の改良等にかかる費用と

当社技術研究所における新製品の開発

及び基礎的な研究開発より生じる費用

があり、従来これら全ての費用を売上

原価に計上しておりましたが、当中間

連結会計期間より技術研究所における

研究開発費を販売費及び一般管理費に

計上することに変更致しました。 

この変更は、当中間連結会計期間よ

り、当社技術研究所内で一部行われて

いた製造業務を全て製造部へ移管した

ことと共に、技術研究所の管理体制を

工場から独立させ本社直轄の管理体制

に変更したことなどから、新製品の開

発及び基礎的な研究開発により生ずる

費用が明確に把握できるようになった

ことによります。 

この変更により、従来の方法に比べ

当中間連結会計期間の売上原価は285百

万円減少し、売上総利益は同額増加

し、販売費及び一般管理費は285百万円

増加致しました。なお、この変更によ

る原価差異の処理方法の変更はありま

せんので、営業利益、経常利益及び税

金等調整前中間純利益に与える影響は

ありません。 
 

 

――― 

 

 

 



 ２１

追加情報 

 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(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、当中間

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37百万円を販売費及び一般管理費

として処理しております。 

 

――― 

 

(外形標準課税) 

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 

 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

24,898百万円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

25,147百万円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 25,213百万円
 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 (1) 担保に供している資産(簿価) 

建物及び構築物 83百万円 

機械装置及び運搬具 302 〃 

 計 385 〃 
 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 (1) 担保に供している資産(簿価) 

建物及び構築物 81百万円

機械装置及び運搬具 319 〃 

 計 400 〃 
 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 (1) 担保に供している資産(簿価) 

建物及び構築物 90百万円

機械装置及び運搬具 380 〃 

 計 469 〃 
 

 

 (2) 担保付債務 

短期借入金 1百万円 

長期借入金 105 〃 

 計 106 〃 
 

 

 (2) 担保付債務 

短期借入金 3百万円

長期借入金 99 〃 

 計 102 〃 
 

 

 (2) 担保付債務 

短期借入金 4百万円

長期借入金 104 〃 

 計 108 〃 
 

 

※３ 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。 

 

※３ 有形固定資産の圧縮記帳 

同左 

 

※３ 有形固定資産の圧縮記帳 

同左 

 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 当社及び連結子会社６社は、運転

資金の効率的な調達を行うため取引

銀行12行と当座貸越契約を締結して

おります。 

当中間連結会計期間末における当

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 5,983百万円

借入実行残高 127 〃 

差引額 5,855 〃 
 

 

４ 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等は次

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 〃 
 

 



 ２２

 

(中間連結損益計算書関係) 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 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 1,122百万円 

退職給付費用 73 〃 

賃借料 227 〃 

貸倒引当金繰入額 25 〃 

減価償却費 22 〃 
 

※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 1,236百万円

退職給付費用 22 〃 

賃借料 238 〃 

貸倒引当金繰入額 18 〃 

減価償却費 21 〃 
 

※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 378百万円 

退職給付費用 26 〃 

賃借料 263 〃 

減価償却費 27 〃 
 

 

 (2) 一般管理費 

給料手当 383百万円

賞与引当金繰入額 31 〃 

退職給付費用 13 〃 

賃借料 257 〃 

試験研究費 311 〃 

減価償却費 32 〃 
 

 

 (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 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。 

 

※３ 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。 

 

※４ 固定資産圧縮損は、土地に対する

ものであります。 

 

 

※２ 同左 

 

 

※３ 同左 

 

 

――― 

 

※２ 同左 

 
 

※３ 同左 

 
 

※４ 固定資産圧縮損は、工場誘致条例

用地取得助成金の交付により、土地

の取得価額を直接減額した金額であ

ります。 

 

 

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 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 7,807百万円 

預入期間が３か月を
超える定期預金 

△4,700 〃 

現金及び現金同等物 3,107 〃 

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金 7,402百万円

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 4,802 〃 

 

※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 〃 

 

 

 



 ２３

(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 

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

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 13,277 2,210 1,198 345 17,030 － 17,030 
(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 286 2 195 4 486 (486) － 

計 13,563 2,212 1,393 348 17,516 (486) 17,030 

営業費用 11,976 2,056 1,132 321 15,485 (503) 14,982 

営業利益 1,587 156 261 27 2,031 17 2,048 

(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 
 

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

売上高        

(1) 外部顧客に対する売上高 13,422 2,319 1,347 421 17,509 － 17,509 
(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 394 12 206 4 615 (615) － 

計 13,815 2,331 1,553 425 18,125 (615) 17,509 

営業費用 11,874 2,142 1,296 432 15,744 (616) 15,127 

営業利益又は営業損失(△) 1,941 189 257 △7 2,381 1 2,382 

(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 
 

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

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 

(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 



 ２４

 

（３）海外売上高 

前中間連結会計期間 （自 平成16年４月１日   至 平成16年９月30日） （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 2,315 2,573 575 213 5,676 

Ⅱ．連結売上高     17,030 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合 13.6% 15.1% 3.4% 1.3% 33.4% 

(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。 
 

当中間連結会計期間 （自 平成17年４月１日   至 平成17年９月30日） （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 2,516 2,900 626 120 6,163 

Ⅱ．連結売上高     17,509 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合 14.4% 16.6% 3.6% 0.6% 35.2% 

(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。 
 

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



 ２５

 

(リース取引関係) 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

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 200百万円 

減価償却累計額相当額 120 〃 

中間期末残高相当額 80 〃 

※上記金額のうち、主なものは「工

具器具備品」であります。 

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中間期末

残高相当額 

取得価額相当額 154百万円

減価償却累計額相当額 109 〃 

中間期末残高相当額 45 〃 

同左 

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 〃 

※上記金額のうち、主なものは「工

具器具備品」であります。 

なお、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。 

 

 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。 

②未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 35百万円 

１年超 45 〃 

合 計 80 〃 
 

②未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 24百万円

１年超 21 〃 

合 計 45 〃 
 

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 〃 
 

なお、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。 

 

同左 なお、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 23百万円 

減価償却費相当額 23 〃 
 

③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 17百万円

減価償却費相当額 17 〃 
 

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 

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 

同左 

 

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 44百万円 

１年超 175 〃 

合 計 219 〃 

 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 43百万円

１年超 139 〃 

合 計 182 〃 
 

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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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末 (平成16年９月30日) 

１.その他有価証券で時価のあるもの （単位:百万円） 

主な内容 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

(1)株式 1,754 4,188 2,433 

(2)その他 1,991 1,972 △ 19 

 合 計 3,745 6,160 2,415 

２.時価評価されていない主な有価証券 （単位:百万円） 

主な内容 中間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)子会社及び関連会社株式  

①関連会社株式 1,582 

 合 計 1,582 

(3)その他有価証券  

①非上場株式(店頭売買株式を除く。) 1,572 

②その他  32 

 合 計 1,605 

(注)  当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について２百万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、当中間連結会計期間末における時価が取得価格に比べ 50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

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。 

当中間連結会計期間末 (平成17年９月30日) 

１.その他有価証券で時価のあるもの （単位:百万円） 

主な内容 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

(1)株式 2,107 6,397 4,291 

(2)その他 1,992 2,126 134 

 合 計 4,099 8,523 4,424 

２.時価評価されていない主な有価証券   （単位:百万円） 

主な内容 中間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)子会社及び関連会社株式  

①子会社株式 2 

②関連会社株式 1,904 

 合 計 1,906 

(3)その他有価証券  

①非上場株式 1,557 

②その他 35 

 合 計 1,591 

(注)  減損処理にあたっては、中間連結会計期間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全て減損処理を行い、

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が、当中間

連結会計期間末においてはいずれも該当するものはありません。 
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前連結会計年度末 (平成17年３月31日) 

１.その他有価証券で時価のあるもの （単位:百万円） 

主な内容 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

(1)株式 1,760 4,657 2,897 

(2)その他 1,992 1,991 △1 

 合 計 3,752 6,648 2,896 

２.時価評価されていない主な有価証券 （単位:百万円） 

主な内容 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 1,569 

②その他 26 

 合 計 1,595 

(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全て減損処理を行い、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。 

（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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平成 1 8 年３月期 ５.個別中間財務諸表の概要 平成17年11月11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 T E L  ( 0 3 ) 3 2 2 2 - 6 3 1 1

中間決算取締役会開催日 平成17年11月11日 中間配当制度の有無 有 

中間配当支払開始日 平成17年12月９日 単元株制度採用の有無 有(１単元1,000株) 

 
１. 17年９月中間期の業績 ( 平成17年４月１日 ～ 平成17年９月30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９月中間期 
16年９月中間期 

 百万円 ％

 14,115 1.7 
 13,875 12.4 

 百万円 ％

 1,872 27.5 
 1,468 73.6 

 百万円 ％

 2,077 24.4 
 1,670 85.3 

17年３月期  27,700 7.5  2,981 19.9  3,403 35.5 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 
17年９月中間期 
16年９月中間期 

 百万円 ％

 1,256 △6.5 
 1,344 － 

 円  銭 

 18 96 
 19 98 

17年３月期  2,366 199.2  34 48 
 
(注) ①期中平均株式数 17年９月中間期 66,223,100株 16年９月中間期 67,237,696株 17年３月期 67,159,041株 
 ②会計処理の方法の変更 有 
 ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2)配当状況 

 
１株当たり 
中間配当金 

１株当たり 
年間配当金 

 
17年９月中間期 
16年９月中間期 

円 銭 

 6 25 
 6 25 

円 銭 
 － 
 － 

17年３月期   －  12 50 
 
 
(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９月中間期 
16年９月中間期 

百万円 

 47,939 
 46,059 

百万円

 39,287 
 38,077 

％ 

 82.0 
 82.7 

円 銭 

 601 42 
 566 47 

17年３月期  47,278  38,405  81.2  577 97 
 
(注) ①期末発行済株式数 17年９月中間期 65,324,299株 16年９月中間期 67,217,397株 17年３月期 66,361,431株 
 ②期末自己株式数 17年９月中間期 7,019,470株 16年９月中間期 5,126,372株 17年３月期 5,982,338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 

期 末 

 
通  期 

百万円 

 29,200 
百万円

 4,000 
百万円

 4,350 
百万円 

 2,550 
円 銭 

6  25 
円 銭

12  50 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)      39 円 04 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９ページをご参照下さい。 
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６．個別中間財務諸表等 

 

（１）中間貸借対照表  (単位:百万円) 

  
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日現在)

当中間会計期間末 
(平成 17年９月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日現在)

区分 
注記

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

(資産の部)  ％ ％ ％

Ⅰ 流動資産   

  1. 現金及び預金  6,526 5,608  7,826

  2. 受取手形  3,603 3,665  3,825

  3. 売掛金  5,773 5,927  5,512

4. たな卸資産  3,202 3,049  3,047

5. 繰延税金資産  646 565  601

6. その他  856 178  143

    貸倒引当金  △72 △56  △58

    流動資産合計  20,534 44.6 18,936 39.5 20,896 44.2

Ⅱ 固定資産   

  1. 有形固定資産 ※１  

   (1) 建物  3,032 2,857  2,954

   (2) 機械装置  2,660 2,831  2,738

   (3) 土地 ※３ 5,423 5,423  5,423

   (4) その他  600 2,401  1,012

    有形固定資産合計  11,715 25.4 13,512 28.2 12,126 25.6

  2. 無形固定資産  74 0.2 67 0.1 69 0.1

  3. 投資その他の資産   

   (1) 投資有価証券  7,824 10,167  8,306

   (2) 関係会社株式  2,739 2,839  2,839

   (3) 繰延税金資産  1,111 360  997

   (4) その他  2,610 2,608  2,596

    貸倒引当金  △547 △550  △551

    投資その他の資産合計  13,737 29.8 15,423 32.2 14,186 30.0

    固定資産合計  25,525 55.4 29,002 60.5 26,382 55.8

    資産合計  46,059 100.0 47,939 100.0 47,278 100.0
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  (単位:百万円) 

 
 
 

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日現在)

当中間会計期間末 
(平成 17年９月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日現在)

区分 
注記

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

(負債の部)   ％ ％ ％

Ⅰ 流動負債   

  1. 買掛金  1,330 1,259  1,358

  2. 未払法人税等  61 728  632

  3. 賞与引当金  573 624  588

4. その他 ※４ 787 720  857

    流動負債合計  2,751 6.0 3,331 6.9 3,435 7.3

Ⅱ 固定負債   

  1. 再評価に係る繰延税金負債  44 44  44

  2. 退職給付引当金  5,188 5,277  5,395

    固定負債合計  5,232 11.4 5,321 11.1 5,439 11.5

    負債合計  7,983 17.3 8,651 18.0 8,873 18.8

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  4,102 8.9 4,102 8.6 4,102 8.7

Ⅱ 資本剰余金   

  1. 資本準備金  7,129 7,129  7,129

  2. その他資本剰余金   

   (1) 自己株式処分差益  2 2  2

   資本剰余金合計  7,131 15.5 7,131 14.9 7,131 15.1

Ⅲ 利益剰余金   

1. 利益準備金  1,026 1,026  1,026

  2. 任意積立金  25,422 26,405  25,422

  3. 中間(当期)未処分利益  1,470 1,881  2,072

    利益剰余金合計  27,918 60.6 29,311 61.1 28,520 60.3

Ⅳ 土地再評価差額金  65 0.1 65 0.1 65 0.1

Ⅴ その他有価証券評価差額金  1,444 3.1 2,642 5.5 1,729 3.7

Ⅵ 自己株式  △2,584 △5.6 △3,965 △8.3 △3,143 △6.6

    資本合計  38,077 82.7 39,287 82.0 38,405 81.2

負債資本合計  46,059 100.0 47,939 100.0 47,278 100.0
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（２）中間損益計算書  (単位:百万円) 

  前中間会計期間 当中間会計期間 
前事業年度の 
要約損益計算書 

  
自 平成16年４月 １日 

至 平成16年９月30日 

自 平成17年４月 １日 

至 平成17年９月30日 

自 平成16年４月 １日 

至 平成17年３月31日 

区分 
注記

番号 
金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

  ％ ％ ％

Ⅰ 売上高  13,875 100.0 14,115 100.0 27,700 100.0

Ⅱ 売上原価  9,699 69.9 9,264 65.6 19,337 69.8

    売上総利益  4,176 30.1 4,851 34.4 8,363 30.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,708 19.5 2,980 21.1 5,383 19.4

    営業利益  1,468 10.6 1,872 13.3 2,981 10.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ － 222  －

  1. 受取利息  14 －  28

  2. その他   216 －  461

    営業外収益計  230 1.7 222 1.6 488 1.8

Ⅴ 営業外費用 ※２ － 17  －

  1. 支払利息  4 －  4

  2. その他  24 －  62

    営業外費用計  28 0.2 17 0.1 66 0.2

    経常利益  1,670 12.0 2,077 14.7 3,403 12.3

Ⅵ 特別利益  － －  －

  1. 固定資産売却益  1 －  1

  2. 国庫補助金等受入額  662 －  662

  3. 関係会社株式売却益  628 －  628

    特別利益計  1,291 9.3 － － 1,290 4.7

Ⅶ 特別損失 ※３ － 34  －

  1. 固定資産売却損 ※４ 18 －  22

  2. 固定資産除却損 ※５ 32 －  64

  3. 固定資産圧縮損 ※６ 662 －  662

  4. 投資有価証券評価損  0 －  0

  5. 退職慰労金  8 －  8

    特別損失計  720 5.2 34 0.2 755 2.7

    税引前中間(当期)純利益  2,240 16.1 2,042 14.5 3,938 14.2

    法人税、住民税及び事業税  37 0.3 727 5.2 670 2.4

    法人税等調整額  859 6.2 60 0.4 903 3.3

    中間(当期)純利益  1,344 9.7 1,256 8.9 2,366 8.5

    前期繰越利益  126 625  126

    中間配当額  － －  420

    中間(当期)未処分利益  1,470 1,881  2,072
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

①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 

時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

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 

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 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

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 

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 

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 

同左 

 

(2) たな卸資産 

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 

 

(2) たな卸資産 

①商品、製品及び仕掛品 

同左 

②原材料、貯蔵品 

同左 

(2) たな卸資産 

①商品、製品及び仕掛品 

同左 

②原材料、貯蔵品 

同左 

２ 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
 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

定額法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 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 



 ３３

 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 
 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(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 

(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

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当中間会

計期間末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

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 

(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。 

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、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。 
 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ

の換算基準 

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。

 

５ 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。 

 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ その他中間財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

６ その他中間財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

６ その他財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

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 

消費税等の会計処理 

同左 

 



 ３４

会計処理の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準(「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９

日))及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）を適

用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

――― 

 

 

――― 

 

 

(研究開発費の計上区分の変更) 

当社の研究開発費は、各工場内にお

ける既存製品の改良等にかかる費用と

技術研究所における新製品の開発及び

基礎的な研究開発より生じる費用があ

り、従来これら全てを売上原価に計上

しておりましたが、当中間期より技術

研究所における研究開発費を販売費及

び一般管理費に計上することに変更致

しました。 

この変更は、当中間会計期間より、

技術研究所内で一部行われていた製造

業務を全て製造部へ移管したことと共

に、技術研究所の管理体制を工場から

独立させ本社直轄の管理体制に変更し

たことなどから、新製品の開発及び基

礎的な研究開発により生ずる費用が明

確に把握できるようになったことによ

ります。 

この変更により、従来の方法に比べ

当中間会計期間の売上原価は285百万

円減少し、売上総利益は同額増加し、

販売費及び一般管理費は285百万円増

加致しました。なお、この変更による

原価差異の処理方法の変更はありませ

んので、営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益に与える影響はありませ

ん。 

 

 

――― 

 

 



 ３５

表示方法の変更 

 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― 
 

(中間損益計算書) 

「営業外収益」に属する収益は、前

中間会計期間まで当該収益を示す名称

を付した科目をもって区分掲記してお

りましたが、当中間会計期間より一括

掲記し、重要なものについてはその内

容を注記することとしております。 

 

「営業外費用」に属する費用は、前

中間会計期間まで当該費用を示す名称

を付した科目をもって区分掲記してお

りましたが、当中間会計期間より一括

掲記し、重要なものについてはその内

容を注記することとしております。 

 

「特別損失」に属する損失は、前中

間会計期間まで当該損失を示す名称を

付した科目をもって区分掲記しており

ましたが、当中間会計期間より一括掲

記し、重要なものについてはその内容

を注記することとしております。 

 

――― 

 

 



 ３６

追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(外形標準課税) 

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、当中間

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37百万円を販売費及び一般管理費と

して処理しております。 

 

――― 

 

(外形標準課税) 

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 

 

 (中間貸借対照表関係)  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

は、20,792百万円であります。 
 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

は、20,828百万円であります。 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

は、20,879百万円であります。 

２ 保証債務 

関係会社の金融機関等からの借入

に対し、債務保証を行っておりま

す。 

上海旭ダイヤモンド
工業有限会社 27百万円 

(RMB2,000千) 

 

２ 保証債務 

関係会社の金融機関等からの借入

に対し、債務保証を行っておりま

す。 

上海旭ダイヤモンド
工業有限会社 21百万円

(RMB1,500千)

 

――― 

※３ 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。 
 

※３ 有形固定資産の圧縮記帳 

同左 

※３ 有形固定資産の圧縮記帳 

同左 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

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。 

 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

――― 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 当社は、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。 

当中間会計期間末における当座

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 〃 
 

５ 当社は、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 〃 
 

 



 ３７

 

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― ※１ 営業外収益の主要項目 

 受取利息 14百万円 

 受取配当金 142 〃  

 

――― 

――― ※２ 営業外費用の主要項目 
 減価償却費 8百万円 
 

――― 

――― ※３ 特別損失の主要項目 

 建物除却損 1百万円 

 機械装置除却損 3 〃  

 退職慰労金 27 〃  

 

――― 

※４ 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 

機械装置 3 〃 

 計 18 〃 
 

――― 

 
※４ 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

機械装置 7 〃 

 計 22 〃 
 

 

※５ 固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物 17百万円 

機械装置 10 〃 

その他  

(工具器具及び備品他) 6 〃 

 計 32 〃 
 

 

――― 

 

 

※５ 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

機械装置 31 〃 

その他  

(工具器具及び備品他) 9 〃 

 計 64 〃 
 

 

※６ 固定資産圧縮損は、土地に対す

るものであります。 

 

 
――― 

 

 

※６ 固定資産圧縮損は、工場誘致条

例用地取得助成金の交付により、

土地の取得価額を直接減額した金

額であります。 

 
 ７ 減価償却実施額は次のとおりで
あります。 

有形固定資産 439百万円 

無形固定資産 6 〃 
 

 
 ７ 減価償却実施額は次のとおりで
あります。 

有形固定資産 469百万円

無形固定資産 5 〃 
 

 
 ７ 減価償却実施額は次のとおりで
あります。 

有形固定資産 933百万円

無形固定資産 12 〃 
 

   

 



 ３８

 

(リース取引関係) 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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・リース料 

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 183百万円 

減価償却累計額相当額 107 〃 

中間期末残高相当額 76 〃 

※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。 

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中間期末残高

相当額 

取得価額相当額 137百万円

減価償却累計額相当額 93 〃 

中間期末残高相当額 44 〃 

同左 

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 〃 

※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。 

なお、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。 

 

 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。 

②未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 31百万円 

１年超 44 〃 

合 計 76 〃 
 

②未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 23百万円

１年超 21 〃 

合 計 44 〃 
 

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 〃 
 

なお、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。 

 

同左 なお、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 21百万円 

減価償却費相当額 21 〃 
 

③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 15 〃 
 

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 

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 

同左 

 

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 2百万円 

１年超 2 〃 

合 計 4 〃 

  
 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1百万円

１年超 1 〃 

合 計 3 〃 
 

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) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 


