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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 

回次 第83期中 第84期中 第85期中 第83期 第84期 

会計期間 

自 平成13年
  ４月１日
至 平成13年
  ９月30日

自 平成14年
  ４月１日
至 平成14年
  ９月30日

自 平成15年
  ４月１日
至 平成15年
  ９月30日

自 平成13年 
  ４月１日 
至 平成14年 
  ３月31日 

自 平成14年
  ４月１日
至 平成15年
  ３月31日

売上高 (百万円) 15,816 14,672 15,573 30,357 30,128

経常利益 (百万円) 840 986 1,232 1,358 2,034

中間(当期)純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) 459 450 77 △234 1,327

純資産額 (百万円) 40,653 38,903 38,481 39,130 38,511

総資産額 (百万円) 53,283 49,019 49,455 49,826 48,445

１株当たり純資産額 (円) 552.56 540.97 555.81 541.17 548.17

１株当たり中間(当期)純利益 

又は当期純損失(△) 
(円) 6.22 6.23 1.10 △3.18 18.21

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益 
(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 76.3 79.4 77.8 78.5 79.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 2,652 1,923 1,408 3,699 4,456

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,199 △176 △374 △2,792 △2,176

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △736 △1,183 △1,032 △2,487 △2,460

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 9,718 8,023 7,376 7,436 7,319

従業員数 (名) 1,870 1,721 1,663 1,724 1,670

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がなく、かつ、第83期は１株当たり

当期純損失の計上のため記載していない。 

３ 第84期中間連結会計期間から、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用している。 

４ 第84期において、ハグビーデンマークApS、旭ダイヤモンドアメリカ,Inc.、上海旭匯金剛石工業有限公

司及びP.T.AIBOを新たに連結の範囲に含めている。なお、パーマタッチダイヤモンドツールCorp.及び

旭ダイヤモンドインダストリアルニュージーランドLtd.は、清算結了したことにより消滅している。 

５ 第85期中間連結会計期間において、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消滅し

ている。 
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(2) 提出会社の経営指標等 

 

回次 第83期中 第84期中 第85期中 第83期 第84期 

会計期間 

自 平成13年
  ４月１日
至 平成13年
  ９月30日

自 平成14年
  ４月１日
至 平成14年
  ９月30日

自 平成15年
  ４月１日
至 平成15年
  ９月30日

自 平成13年 
  ４月１日 
至 平成14年 
  ３月31日 

自 平成14年
  ４月１日
至 平成15年
  ３月31日

売上高 (百万円) 12,682 11,887 12,345 23,948 24,433

経常利益 (百万円) 478 967 901 904 1,724

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(百万円) 103 490 △183 △693 114

資本金 (百万円) 4,102 4,102 4,102 4,102 4,102

発行済株式総数 (千株) 73,574 72,344 72,344 72,344 72,344

純資産額 (百万円) 41,524 39,586 37,231 39,773 37,687

総資産額 (百万円) 50,677 47,146 45,590 47,392 45,205

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 6.25 6.25 6.25 12.50 12.50

自己資本比率 (％) 81.9 84.0 81.7 83.9 83.4

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(名) 
1,009
[113]

921
[54]

901
[52]

915 
[84]

913
[54]

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 第83期より、自己株式を資本に対する控除項目としている。なお、１株当たり純資産額、１株当たり中

間(当期)純利益又は中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、中

間連結財務諸表を作成しているため記載を省略している。 
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２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に

重要な変更はない。 

また、主要な関係会社についても異動はない。 

 

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、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いる。 

 

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成15年９月30日現在 

事業部門等の名称 従業員数(名) 

ダイヤモンド工具事業部門 1,602 

宝飾品事業部門 9 

全社(共通) 52 

合計 1,663 

(注) 従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を

含む就業人員数である。 

 

(2) 提出会社の状況 

平成15年９月30日現在 

従業員数(名) 901〔52〕 

(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数である。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員である。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いている。 

 

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はない。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、デジタル家電の活況による半導体需要の回復ならび

に輸出環境の好転から、一部の業種に回復の兆しが見られ、緩やかな景気回復の基盤が整いつつあ

る。 

当社グループ(当社及び連結子会社)はこのような環境のもとで、営業部門においては、自動車・

輸送機器関連業界、半導体・電子部品業界向け製品の販売を重点的に行い、用途拡販にも注力して

きた。一方で、前中間連結会計期間に引き続き国内外の営業拠点の見直しを行い、販売網の整備を

進めてきた。また、生産部門においても、生産の効率化を図るために、組織の再編を積極的に行い、

技術部門・研究部門においては、新商品の開発を積極的に推進した。また、海外においては、業績

の低迷が続いている海外子会社の整理など、グループ全体の再構築を実行してきた。 

以上の結果、当中間連結会計期間の連結売上高は155億73百万円(前年同期比6.1％増)、また、当

社の単独売上高は123億45百万円(前年同期比3.9％増)となり、連単共に増収となった。 

一方収益面においては、売上高の上伸及び原価の低減等により、連結営業利益は11億38百万円(前

年同期比18.4％増）、連結経常利益は12億32百万円(前年同期比24.9％増)と大幅な増益となったも

のの、英国子会社旭ダイヤモンドインダストリアルUK Co.,Ltd.の当期中の清算に対して子会社整理

引当損を計上したことにより、連結中間純利益は77百万円(前年同期比82.9％減)となった。 

 

事業部門別の業績を示すと、次のとおりである。 

(イ)ダイヤモンド工具事業部門 

当事業部門の売上高は149億92百万円(前年同期比6.2％増）、受注高は151億49百万円(前年同期比

6.9％増)となった。 

 

品目別に概況を述べると次のようになる。 

①ダイヤモンドホイール 

ダイヤモンドホイールは、公共事業が引き続き縮小傾向にあることから道路業界向けが低迷し、

石材業界向けも依然低調に推移した。一方、半導体・電子部品業界向けにおいては、好調なパソ

コン・デジタルカメラ・携帯電話に加え、液晶関連の需要が拡大した。また、自動車業界向けも

安定した受注と新規用途開発により、好調に推移した。その結果、売上高は100億10百万円(前年

同期比3.5％増)となった。 

②ダイヤモンドダイス 

ダイヤモンドダイスは、伸線業界での電力線等の国内需要の落込みが大きく、価格競争の激化

や受注先の海外への生産拠点移転が進行したことにより、売上高は７億45百万円(前年同期比

1.9％減)となった。 
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③その他のダイヤモンド工具 

その他のダイヤモンド工具は、縮小を続ける公共事業の影響によりダム工事等が低迷し、航空

機業界向けも低調となった。一方、超硬・軸受業界向け販売は堅調に推移し、自動車関連業界向

けは、安定した受注状況で好調に推移した結果、売上高は32億57百万円(前年同期比6.4％増)とな

った。 

④ダイヤモンド及び関連機器 

ダイヤモンド及び関連機器は、国内の販売は振るわなかったものの、海外子会社の鉱業向け機

器の販売が好調に推移した結果、売上高は９億80百万円(前年同期比55.5％増)となった。 

 

(ロ)宝飾品事業部門 

当事業部門は、展示会が好調であったことや通信販売業界及び卸売業者への販売拡大により、売

上高は５億81百万円(前年同期比5.5％増)となった。 

 

事業の所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりである。 

(a)日本 

自動車関連及び半導体関連向け製品の販売増により、売上高は、117億96百万円と前中間連結会

計期間に比べ５億19百万円(4.6％)の増収となったものの、退職給付費用や社会保険料の増加によ

り、営業利益は、９億17百万円と前中間連結会計期間に比べ37百万円(3.9％)の減益となった。 

(b)ヨーロッパ 

鉱業向け製品及びその関連機器の販売増により、売上高は、24億27百万円と前中間連結会計期

間に比べ２億78百万円(12.9％)の増収となり、営業利益は、93百万円と前中間連結会計期間に比

べ91百万円の大幅な増益となった。 

(c)アジア・オセアニア 

アジアでの営業体制の強化により、売上高は、10億40百万円と前中間連結会計期間に比べ１億

86百万円(21.8％)の増収となり、営業利益は、１億23百万円と前中間連結会計期間に比べ57百万

円(88.2％)の増益となった。 

(d)北米 

主要客先の在庫調整の影響により、売上高は、３億10百万円と前中間連結会計期間に比べ82百

万円(20.9％)の減収となったものの、子会社再編が功を奏し、営業利益は、７百万円と前中間連

結会計期間に比べ50百万円の大幅な増益となった。 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

 

項 目 
前中間連結会計期間

(百万円) 
当中間連結会計期間 

(百万円) 
増減 

(百万円) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,923 1,408 △515 

投資活動によるキャッシュ・フロー △176 △374 △197 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,183 △1,032 151 

現金及び現金同等物に係る換算差額 22 53 31 

現金及び現金同等物の増減額 587 56 △531 

現金及び現金同等物の中間期末残高 8,023 7,376 △647 

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６

億47百万円減少し73億76百万円の残高となった。 

（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14億８百万円であり、前中間連結会計期間に比べ26.8％の減

少となった。これは主に、税金等調整前中間純利益２億66百万円に、減価償却費が６億85百万円、

子会社整理引当損が４億42百万円あったこと、及び売上債権、たな卸資産、仕入債務の増減額の

合計が２億81百万円のマイナスだったことによる。 

（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３億74百万円であり、前中間連結会計期間に比べ112.0％の増加と

なった。これは主に、有形固定資産の取得のため４億60百万円支出したことによる。 

（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10億32百万円であり、前中間連結会計期間に比べ12.7％の減

少となった。これは主に、自己株式の取得のため５億27百万円支出したこと、親会社による配当

金の支払額が４億39百万円あったことによる。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績及び受注状況 

当社グループ(当社及び連結子会社)の生産・販売品目は多種多様であり、同種の製品であっても、

その形状等は一様ではなく、また、受注生産形態をとらない製品も多く、事業の種類別セグメントご

とに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしていない。 

このため、生産及び受注の状況については、「１ 業績等の概要」における各事業部門別の業績に

関連付けて示している。 

 

(2) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別(品目別)に示すと、次のとおりである。 

事業部門別(品目別) 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

ダイヤモンド工具事業部門   

 ダイヤモンドホイール 10,010 3.5 

 ダイヤモンドダイス 745 △1.9 

 その他のダイヤモンド工具 3,257 6.4 

 ダイヤモンド及び関連機器 980 55.5 

計 14,992 6.2 

宝飾品事業部門 581 5.5 

合計 15,573 6.1 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

 

 

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が対処すべき課題について、重

要な変更及び新たに生じた課題はない。 

 

 

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。 
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５ 【研究開発活動】 

当社グループ(当社及び連結子会社)の研究開発は、当社の技術研究所が中心となり、三重総合試験

所、各工場の生産技術部、技術部、営業部門が密接に連携を保ちながら、将来の事業の基盤となるべ

き基礎研究から、地球環境も視野に入れた応用開発まで、幅広い研究開発活動を行っている。 

また、海外の製造子会社へは、当社からの技術者派遣を含めた技術指導を展開している。さらに、

国公私立の研究機関や大学とは、研究員派遣も含めた共同研究あるいは受託研究を積極的に推進して

いる。 

なお、当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は６億円であり、すべてダイヤモン

ド工具事業部門に係るものである。 

 

(1)半導体・情報産業分野 

定評のあるＣＭＰコンディショナで、新たに開発した特殊電着製法による均一配列タイプ、ＮＥ

Ｏ－ＵＰを発売した。従来からのシリーズに加え、幅広い要望に応えるラインナップが拡充した。 

高弾性メタルボンドカッタ「サンノヴェル」は、これまで半導体、セラミックス、ガラスなどの

硬脆材料の切断及び溝入れ加工用に評価を得ているが、新たに研削ホイール用サンノヴェルを開発

した。サファイヤ、水晶等の高硬度材料の精密研削に威力を発揮する。 

シリコンや水晶、セラミックなどの硬脆材料の精密切断に用いるダイヤモンド電着ワイヤソーで、

全長１０ｋｍを超える長尺品の製造が可能となった。 

 

(2)自動車・機械・工具産業分野 

刃先交換チップ研削用として評価を得ている「ＳＵＮアスリートシリーズ」の新ラインナップと

して、ＢＨＣＬシリーズを開発した。ＢＨＣＬシリーズは、工具材料の中でもダイヤモンドに次ぐ

硬さを持つ難削材、ＣＢＮコンパクト(ＰＣＢＮ)の研削に特に適しており、従来のホイールと比較

して１.５～２倍の長寿命と、従来比１／２以下の極めて良好なレベルのチッピングが得られる。 

 

(3)石材・土木産業分野 

プロ用コンクリートカッタＣＢシリーズ、及びアスファルト用ＭＶシリーズを改良し、高性能高

付加価値の新シリーズＣＢ－ＰＲシリーズ、及びＭＶ－ＰＲシリーズとしてそれぞれ開発した。い

ずれも高い切れ味と長寿命を実現し、性能と経済性とを両立させた。 

コンクリート構造物の解体工事などに威力を発揮するダイヤモンドワイヤソー(ビーズソー)を、

作業現場でエンドレス状に接合するための接続スリーブで、作業時の安全性向上を目的に独自の形

状と機能を有した「段付きスリーブ」(特許登録済)を開発した。 
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第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前連結会計年度末に計画していた重要な設備の新設、改修等に係る投資額10億円に対して、当中間

連結会計期間の投資実施額は４億64百万円であった。なお、所要資金については、主に自己資金を充

当した。 

また、平成15年12月において、旭ダイヤモンドインダストリアルUK Co.,Ltd.が清算する予定である

ことに伴い、新たに英国ウエストサセックスにあるＵＫ工場の建物及び土地を売却することが確定し

ている。なお、これらの設備の当中間連結会計期間末の帳簿価格は19億15百万円である。 
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 190,300,000 

計 190,300,000 

(注) 「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」旨を定款に定めている。 

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成15年９月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成15年12月19日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 72,343,769 同左 
東京証券取引所 
(市場第一部) 

― 

計 72,343,769 同左 ― ― 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はない。 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 

年月日 
発行済株式総数 
増減数(千株) 

発行済株式総数
残高(千株)

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額(百万円) 

資本準備金 
残高(百万円)

平成15年９月30日 ― 72,344 ― 4,102 ― 7,129 
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(4) 【大株主の状況】 

平成15年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 4,148 5.73 

ザ チェース マンハッタン 
バンク エヌエイ ロンドン 
(常任代理人 株式会社みずほ 
コーポレート銀行兜町証券決済 
業務室) 

ウールゲート ハウス,コールマン 
ストリート ロンドン EC2P 2HD,英国 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

3,999 5.53 

株式会社みずほコーポレート 
銀行(常任代理人 資産管理 
サービス信託銀行株式会社) 

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 
(東京都中央区晴海一丁目８番12号) 

3,409 4.71 

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 2,600 3.59 

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番１号 2,070 2.86 

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,846 2.55 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目２番２号 1,266 1.75 

旭ダイヤモンド社員持株会 東京都千代田区紀尾井町４番１号 1,225 1.69 

資産管理サービス信託銀行 
株式会社 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 1,224 1.69 

ボニー ホールディングス 
エージー(常任代理人 笠木俊) 

バーレルストラッセ 98,P.O.BOX 2069, 
6302 ツーク,スイス 
(東京都渋谷区上原二丁目11番10号) 

700 0.97 

計 ― 22,488 31.08 

(注) １ 当社は自己株式3,110千株を保有しているが、上記大株主からは除いている。 

２ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社  4,148 千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社    2,600 〃 

資産管理サービス信託銀行株式会社      1,224 〃 

３ 株式会社みずほコーポレート銀行及びその関連会社２社から平成15年11月14日付で大量保有報告書(変

更報告書)の提出があり、平成15年10月31日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けている。 

 

氏名又は名称 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合(％) 

株式会社みずほコーポレート銀行 3,409 4.71 

みずほ信託銀行株式会社 645 0.89 

みずほ証券株式会社 12 0.02 

計 4,066 5.62 
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(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成15年９月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

(自己保有株式) 
完全議決権株式(自己株式等) 

普通株式 3,109,000
― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 67,258,000 67,258 ― 

単元未満株式 普通株式 1,976,769 ― １単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 72,343,769 ― ― 

総株主の議決権 ― 67,258 ― 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ

11,000株(議決権11個)及び385株含まれている。 

２ 「完全議決権株式(その他)」欄には、喪失登録株式が5,000株(議決権５個)含まれている。 

３ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式902株が含まれている。 

 

② 【自己株式等】 

平成15年９月30日現在 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義
所有株式数

(株) 

他人名義
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
旭ダイヤモンド工業株式会社 

東京都千代田区 
紀尾井町４番１号 

3,109,000 ― 3,109,000 4.30 

計 ― 3,109,000 ― 3,109,000 4.30 

 

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 

月別 平成15年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 436 442 475 523 550 575 

最低(円) 406 413 436 461 490 515 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

 

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 
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第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。 

  なお、前中間連結会計期間(平成14年４月１日から平成14年９月30日まで)は、改正前の中間連結

財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)は、改

正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。 

 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大

蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

  なお、前中間会計期間(平成14年４月１日から平成14年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表

等規則に基づき、当中間会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)は、改正後の中間

財務諸表等規則に基づいて作成している。 

 

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成14年４月１日から平成

14年９月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)の中間連結

財務諸表並びに前中間会計期間(平成14年４月１日から平成14年９月30日まで)及び当中間会計期間(平

成15年４月１日から平成15年９月30日まで)の中間財務諸表について、公認会計士鈴木忠光及び公認会

計士石井忠史の両氏により中間監査を受けている。 
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１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

 
前中間連結会計期間末 

(平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成15年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成15年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  8,023 7,376  7,319

２ 受取手形及び売掛金  10,085 10,300  10,024

３ たな卸資産  6,132 5,454  5,677

４ その他  1,302 1,060  725

貸倒引当金  △137 △127  △81

流動資産合計  25,404 51.8 24,062 48.7  23,665 48.8

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※２  4,956 4,616  4,752

(2) 機械装置及び運搬具 ※２  3,970 3,677  3,728

(3) 土地  5,021 4,978  5,015

(4) その他  435 430  448

有形固定資産合計  14,381 29.3 13,701 27.7  13,943 28.8

２ 無形固定資産  74 0.2 68 0.1  69 0.1

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  7,117 9,217  7,970

(2) その他  2,415 2,990  3,404

貸倒引当金  △373 △583  △606

投資その他の資産合計  9,159 18.7 11,624 23.5  10,768 22.2

固定資産合計  23,615 48.2 25,393 51.3  24,780 51.2

資産合計  49,019 100.0 49,455 100.0  48,445 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成15年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成15年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金  2,099 1,815  2,182

２ 短期借入金 ※２  221 179  213

３ 未払法人税等  368 414  153

４ 賞与引当金  584 584  593

５ 子会社整理引当金  ― 442  ―

６ その他  1,527 1,839  1,306

流動負債合計  4,799 9.8 5,274 10.7  4,448 9.2

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※２  143 121  96

２ 退職給付引当金  4,672 5,069  4,862

３ その他  93 70  77

固定負債合計  4,908 10.0 5,261 10.6  5,035 10.4

負債合計  9,707 19.8 10,535 21.3  9,483 19.6

(少数株主持分)   

少数株主持分  409 0.8 439 0.9  451 0.9

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  4,102 8.4 4,102 8.3  4,102 8.5

Ⅱ 資本剰余金  7,129 14.5 7,130 14.4  7,129 14.7

Ⅲ 利益剰余金  28,577 58.3 28,628 57.9  29,005 59.9

Ⅳ 土地再評価差額金  71 0.1 65 0.1  72 0.1

Ⅴ その他有価証券 
評価差額金 

 601 1.2 964 1.9  269 0.6

Ⅵ 為替換算調整勘定  △1,362 △2.8 △925 △1.9  △1,111 △2.3

Ⅶ 自己株式  △216 △0.4 △1,483 △3.0  △955 △2.0

資本合計  38,903 79.4 38,481 77.8  38,511 79.5

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 49,019 100.0 49,455 100.0  48,445 100.0
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② 【中間連結損益計算書】 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  14,672 100.0 15,573 100.0  30,128 100.0

Ⅱ 売上原価  10,343 70.5 10,776 69.2  21,027 69.8

売上総利益  4,329 29.5 4,796 30.8  9,101 30.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 販売費 ※１ 2,327 2,407 4,943 

２ 一般管理費 ※１ 1,041 3,368 23.0 1,251 3,658 23.5 2,127 7,070 23.5

営業利益  961 6.6 1,138 7.3  2,031 6.7

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 35 14 57 

２ 受取配当金 30 26 48 

３ 持分法による投資利益 79 66 201 

４ 雑収入 45 189 1.3 35 142 0.9 75 381 1.3

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 35 10 50 

２ 為替差損 101 22 94 

３ 商品評価損 ― ― 136 

４ 雑損失 28 164 1.1 17 49 0.3 99 378 1.3

経常利益  986 6.7 1,232 7.9  2,034 6.8

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※２  0 0.0 1 0.0  12 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※３ 9 14 8 

２ 固定資産除却損 ※４ 11 18 38 

３ 退職慰労金 ― 398 ― 

４ 子会社整理引当損 ― 442 ― 

５ 為替差損 ― ― 215 

６ 投資有価証券評価損 42 ― 278 

７ その他の特別損失 ― 62 0.4 94 966 6.2 ― 539 1.8

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 924 6.3 266 1.7  1,507 5.0

法人税、住民税及び 
事業税 

420 499 257 

法人税等調整額 31 450 3.1 △340 159 1.0 △155 103 0.3

少数株主利益  24 0.2 30 0.2  77 0.3

中間(当期)純利益  450 3.1 77 0.5  1,327 4.4
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③ 【中間連結剰余金計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  7,129  

 資本準備金期首残高  7,129 7,129  7,129 7,129

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１ 自己株式処分差益  ― 0  ―

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

 7,129 7,130  7,129

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  29,005  

 連結剰余金期首残高  28,594 28,594  28,594 28,594

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１ 中間(当期)純利益  450 77  1,327 

２ 土地再評価差額金取崩額  ― 450 6 84 ― 1,327

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１ 配当金  452 439  901 

２ 役員賞与  15 467 21 460 15 917

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高 

 28,577 28,628  29,005
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前中間連結会計期間
(自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日)

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

１ 税金等調整前中間(当期)純利益  924 266 1,507 

２ 減価償却費  759 685 1,528 

３ 貸倒引当金の増減額(減少は△)  72 19 248 

４ 賞与引当金の増減額(減少は△)  71 △9 80 

５ 退職給付引当金の増減額 
  (減少は△) 

 178 208 368 

６ 受取利息及び受取配当金  △65 △41 △105 

７ 支払利息  35 10 50 

８ 為替差損益(差益は△)  ― ― 215 

９ 持分法による投資利益  △79 △66 △201 

10 有形固定資産売却益  △0 △1 △12 

11 有形固定資産売却損  9 14 8 

12 有形固定資産除却損  11 18 38 

13 投資有価証券評価損  42 ― 278 

14 子会社整理引当損  ― 442 ― 

15 売上債権の増減額(増加は△)  291 △185 393 

16 たな卸資産の増減額(増加は△)  276 311 761 

17 仕入債務の増減額(減少は△)  △482 △407 △418 

18 役員賞与の支払額  △19 △28 △19 

19 その他  △17 369 △202 

小計  2,007 1,605 4,518 

20 利息及び配当金の受取額  65 41 105 

21 利息の支払額  △35 △10 △50 

22 法人税等の支払額  △113 △227 △117 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,923 1,408 4,456 
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前中間連結会計期間
(自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日)

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１ 有形固定資産の取得による支出  △283 △460 △720 

２ 有形固定資産の売却による収入  11 46 116 

３ 投資有価証券の取得による支出  △1,014 △21 △3,636 

４ 投資有価証券の売却による収入  1,082 11 2,148 

５ 貸付金の回収による収入  9 5 11 

６ その他投資の増減額(増加は△)  18 45 △95 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △176 △374 △2,176 

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△)  △573 △44 △610 

２ 長期借入れによる収入  63 20 53 

３ 長期借入金の返済による支出  △4 △5 △46 

４ 自己株式の取得による支出  △197 △527 △936 

５ 親会社による配当金の支払額  △452 △439 △901 

６ 少数株主への配当金の支払額  △20 △38 △19 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,183 △1,032 △2,460 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  22 53 63 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
  (減少は△) 

 587 56 △116 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  7,436 7,319 7,436 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※１ 8,023 7,376 7,319 
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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14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

子会社は、全て連結している。 

連結子会社の数  15社 

主要な連結子会社の名称 

山梨旭ダイヤモンド工業 

株式会社、 

旭ダイヤモンドインダスト 

リアルUK Co., Ltd.、 

旭ダイヤモンドインダスト 

リアルヨーロッパSAS、 

ハグビー旭AB、 

旭ダイヤモンドインダスト 

リアルオーストラリア 

Pty., Ltd.、 

パーマタッチダイヤモンド 

ツールCorp.、 

台湾鑽石工業股份有限公司 

  なお、当中間連結会計年度にお

い て 旭 ダ イ ヤ モ ン ド ア メ リ

カ,Inc.、ハグビーデンマーク

ApS、上海旭匯金剛石工業有限公

司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いる。

連結子会社の数  13社 

主要な連結子会社の名称 

山梨旭ダイヤモンド工業 

株式会社、 

旭ダイヤモンドインダスト 

リアルUK Co., Ltd.、 

旭ダイヤモンドインダスト 

リアルヨーロッパSAS、 

ハグビー旭AB、 

旭ダイヤモンドインダスト 

リアルオーストラリア 

Pty., Ltd.、 

台湾鑽石工業股份有限公司 

なお、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

いる。 

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いる。

  連結子会社の数は14社であり、

主要な連結子会社名は、「第１

企業の概況 ４関係会社の状況」

に記載しているため省略した。 

  なお、当連結会計年度において

ハグビーデンマークApS、旭ダイ

ヤモンドアメリカ,Inc.、上海旭

匯金剛石工業有限公司、P.T.AIBO

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た。 

  また、前連結会計年度において

連結子会社であったパーマタッチ

ダイヤモンドツールCorp.及び旭

ダイヤモンドインダストリアルニ

ュージーランドLtd.は、清算結了

したことにより、連結子会社から

除外している。 

 

――― (ロ)非連結子会社 

  該当事項はない。 

(ロ)非連結子会社 

  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 

主要な会社等の名称 

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 

主要な会社等の名称 

  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 

主要な会社等の名称 

  同左 

(ロ)持分法の適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異なる

会社については、各社の中間会計

期間に係る中間財務諸表を使用し

ている。 

 

(ロ)同左 (ロ)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

を使用している。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15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15社のうち、在外子

会社14社の中間決算日は６月30日

である。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い

る。 

 

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

である。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い

る。 

３ 連結子会社の事業年度等に関

する事項 

連結子会社14社のうち、在外子

会社13社の決算日は12月31日であ

る。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

な調整を行っている。 

 

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デリバティブ 

  時価法 

 

――― ――― 

 ③たな卸資産 

主として個別法又は移動平均法

による原価法による。 

 

 ③たな卸資産 

  同左 

 ③たな卸資産 

  同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

(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 

当社及び国内連結子会社は、主

として定率法を採用している。た

だし、建物(附属設備を除く。)に

ついては、定額法を採用してい

る。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。 

  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 

主として定率法を採用してい

る。ただし、建物(附属設備を除

く。)については、定額法を採用

している。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。 

  建物及び構築物   5～50年 

  機械装置及び運搬具 2～10年 

 ②無形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、主

として定額法を採用している。 

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

用している。 

 

 ②無形固定資産 

  同左 

 ②無形固定資産 

主として定額法を採用してい

る。 

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

用している。 

(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、当社及び国内連結子会社

は、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

している。 

また、在外連結子会社は、主と

して、特定の債権について回収不

能見込額を計上している。 

 

 ①貸倒引当金 

  同左 

 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

計上している。 

 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

き計上している。 

 

 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

計上している。 

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いる。 

 

 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いる。 

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いる。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

―――  ④子会社整理引当金 

連結子会社の解散による損失等

に備えるため、財政状態を勘案し

て損失負担見込額に基づき計上し

ている。 

 

――― 

(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

て処理している。 

なお、在外子会社等の資産及び

負債ならびに収益及び費用は、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、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

ている。 

(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

て処理している。 

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い

る。 

 

(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

理している。 

なお、在外子会社等の資産及び

負債ならびに収益及び費用は、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、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い

る。 

 

(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いる。 

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いる。 

 

(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 

(ヘ)重要なヘッジ会計の方法 ――― ――― 

 ①ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によ

っている。なお、通貨スワップに

ついては振当処理によっている。 

 

  

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段・・通貨スワップ 

 ヘッジ対象・・外貨建長期貸付金 

  

  

 ③ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する権限

規定及び取引限度額等を定めた内

部規定に基づき、ヘッジ対象に係

る為替相場変動リスク及び金利変

動リスクを一定の範囲内でヘッジ

している。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

 ④ヘッジ有効性の評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロ

ー変動の累計又は相場変動とヘッ

ジ手段のキャッシュ・フロー変動

の累計又は相場変動を半期ごとに

比較し、両者の変動額等を基礎に

して、ヘッジ有効性を評価してい

る。ただし、元本、利率、期間等

の重要な条件が同一である場合に

は、有効性の評価を省略すること

としている。 

 

  

(ト)その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

(ト)その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

(ト)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、税抜方式によっている。 

 

 消費税等の会計処理 

  同左 

 ①消費税等の会計処理 

  同左 

――― ―――  ②自己株式及び法定準備金の取

崩等に関する会計基準 

  当連結会計年度から「自己株

式及び法定準備金の取崩等に関

する会計基準」(企業会計基準第

１号)を適用している。この変更

に伴う損益に与える影響は軽微

である。 

  なお、連結財務諸表規則の改正

により、当連結会計年度における

連結貸借対照表の資本の部及び連

結剰余金計算書については、改正

後の連結財務諸表規則により作成

している。 

 

――― ―――  ③１株当たり当期純利益に関す

る会計基準 

  当連結会計年度から「１株当

たり当期純利益に関する会計基

準」(企業会計基準第２号)及び

「１株当たり当期純利益に関す

る会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第４号)を適用し

ている。なお、これによる影響

については、「１株当たり情

報」に関する注記に記載してい

る。 

 

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 

中間連結キャッシュ・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る。 

 

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

可能な預金である。 
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追加情報 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

(自己株式及び法定準備金取崩等会

計) 

 当中間連結会計期間から「自己株

式及び法定準備金の取崩等に関する

会計基準」(企業会計基準第１号)を

適用している。 

 この変更に伴う損益に与える影響

は軽微である。 

 

――― ――― 

(中間連結貸借対照表) 

１ 中間連結財務諸表規則の改正に 

より当中間連結会計期間から「資

本準備金」は「資本剰余金」と

「連結剰余金」は「利益剰余金」

として表示している。 

 

２ 中間連結財務諸表規則の改正に 

より当中間連結会計期間から「再

評価差額金」は「土地再評価差額

金」として表示している。 

 

  

(中間連結剰余金計算書) 

１ 中間連結財務諸表規則の改正に 

より当中間連結会計期間から中間

連結剰余金計算書を資本剰余金の

部及び利益剰余金の部に区分して

記載している。 

 

２ 中間連結財務諸表規則の改正に 

より当中間連結会計期間から「連

結剰余金期首残高」は「利益剰余

金期首残高」と「連結剰余金増加

高」は「利益剰余金増加高」と

「連結剰余金減少高」は「利益剰

余金減少高」と「連結剰余金中間

期末残高」は「利益剰余金中間期

末残高」として表示している。 

 また、前中間連結会計期間にお

いて独立掲記していた中間純利益

については「利益剰余金増加高」

の内訳として表示している。 
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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14年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成15年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成15年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 26,960 百万円 

   
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 26,392百万円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 25,916百万円
 

※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 68百万円 

機械装置及び運搬具 132 〃 

 計 200 〃 
 

※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 88百万円

機械装置及び運搬具 201 〃 

 計 289 〃 
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 (1) 担保に供している資産 

建物及び構築物 76百万円

機械装置及び運搬具 160 〃 

 計 236 〃 
 

 (2) 担保付債務 

短期借入金 5百万円 

長期借入金 83 〃 

 計 87 〃 
 

 (2) 担保付債務 

長期借入金 104百万円

  

 (2) 担保付債務 

短期借入金 12百万円

長期借入金 92 〃 

 計 104 〃 
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(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15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

りである。 

 (1) 販売費 

給料手当 995 百万円 

退職給付費用 110  〃 

賃借料 259  〃 

貸倒引当金繰入額 76  〃 

減価償却費 15  〃 
 

※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

りである。 

 (1) 販売費 

給料手当 1,068百万円

退職給付費用 103 〃 

賃借料 251 〃 

貸倒引当金繰入額 44 〃 

減価償却費 15 〃 
 

※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

りである。 

 (1) 販売費 

給料手当 2,053百万円

退職給付費用 220 〃 

賃借料 515 〃 

貸倒引当金繰入額 307 〃 

減価償却費 31 〃 
 

 (2) 一般管理費 

給料手当 397 百万円 

賞与引当金繰入額 19  〃 

退職給付費用 22  〃 

賃借料 222  〃 

減価償却費 31  〃 

   
 

 (2) 一般管理費 

給料手当 408百万円

退職給付費用 160 〃 

賃借料 233 〃 

減価償却費 31 〃 

  
 

 (2) 一般管理費 

給料手当 795百万円

賞与引当金繰入額 21 〃 

退職給付費用 46 〃 

賃借料 437 〃 

減価償却費 68 〃 

  
 

――― ――― ※２ 固定資産売却益の主なもの

は、米国ニューハンプシャー州

に所有していた社宅を売却した

ことによる。 

 

※３ 固定資産売却損の主なもの

は、機械装置の売却による。 

※３ 固定資産売却損の主なもの

は、機械装置の売却による。 

※３ 固定資産売却損の主なもの

は、機械装置の売却による。 

 

※４ 固定資産除却損の主なもの

は、機械装置の除却による。 

※４ 固定資産除却損の主なもの

は、機械装置の除却による。 

※４ 固定資産除却損の主なもの

は、機械装置の除却による。 

 

 

 

(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14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15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 

   現金及び預金勘定と一致して

いる。 

 8,023百万円 

  

※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 

   現金及び預金勘定と一致して

いる。 

 7,376百万円
 

※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 

 

   現金及び預金勘定と一致して

いる。 

 7,319百万円
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(リース取引関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15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 275百万円 

減価償却累計額相当額 137 〃 

中間期末残高相当額 139 〃 

※上記金額のうち、主なものは

「工具器具備品」である。 

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 292百万円

減価償却累計額相当額 178 〃 

中間期末残高相当額 114 〃 

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 299百万円

減価償却累計額相当額 183 〃 

期末残高相当額 116 〃 

※上記金額のうち、主なものは

「工具器具備品」である。 

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いる。 

 

 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

により算定している。 

②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 53百万円 

１年超 86 〃 

合 計 139 〃 
 

②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 48百万円

１年超 67 〃 

合 計 114 〃 
 

②未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 50百万円

１年超 66 〃 

合 計 116 〃 
 

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

より算定している。 

 

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

いる。 

③支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 34百万円 

減価償却費相当額 34 〃 

  

③支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 35百万円

減価償却費相当額 35 〃 
 

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

っている。 

 

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 47百万円 

１年超 123 〃 

合 計 170 〃 

 
 

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内 49百万円

１年超 165 〃 

合 計 214 〃 
 

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内 63百万円

１年超 135 〃 

合 計 198 〃 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成14年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

主な内容 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

① 株式 2,027 3,068 1,042 

② その他 1,115 1,093 △23 

合 計 3,142 4,161 1,019 
 
２ 時価評価されていない有価証券 

主な内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券  

①利付金融債 300 

小 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。) 658 

②その他 93 

小 計 750 

合 計 1,050 

(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42百万円減損処理を行っている。

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いる。 

 

当中間連結会計期間末(平成15年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

主な内容 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

① 株式 1,713 3,277 1,564 

② その他 1,110 1,158 48 

合 計 2,823 4,435 1,612 
 
２ 時価評価されていない有価証券 

主な内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券  

①利付金融債 300 

合 計 300 

(2) 関連会社株式 2,693 

(3) その他有価証券  

①非上場株式(店頭売買株式を除く。) 1,657 

②その他 131 

合 計 1,789 
 

(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いるが、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ない。 
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前連結会計年度末(平成15年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

主な内容 取得原価(百万円) 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

① 株式 1,714 2,186 472 

② その他 1,110 1,094 △16 

合 計 2,824 3,279 456 
 
２ 時価評価されていない有価証券 

主な内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

(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。) 1,657 

②その他 121 

合 計 1,778 

(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278百万円減損処理を行っている。 

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いる。 

 

(デリバティブ取引関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

  通貨スワップ取引を行っている

が、ヘッジ会計を適用しているの

で注記の対象から除いている。 

  

  デリバティブ取引を全く利用し

ていないので、該当事項はない。

  同左 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間(自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「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いる。 

 

 当中間連結会計期間(自 平成15年４月１日 至 平成15年９月30日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「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いる。 

 

 前連結会計年度(自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日) 

 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いる。 
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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日) 
 

 
日本 

(百万円) 
ヨーロッパ
（百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

北米 
(百万円)

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 11,277 2,150 853 392 14,672 ― 14,672

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

298 4 143 8 453 (453) ―

計 11,575 2,154 997 400 15,125 (453) 14,672

営業費用 10,621 2,152 931 443 14,147 (436) 13,711

営業利益又は営業損失(△) 954 2 65 △43 978 (16) 961

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

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・イギリス・スウェーデン 

(2)アジア・オセアニア … 台湾・オーストラリア 

(3)北米 …………………… 米国 

 

当中間連結会計期間(自 平成15年４月１日 至 平成15年９月30日) 
 

 
日本 

(百万円) 
ヨーロッパ
（百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

北米 
(百万円)

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 11,796 2,427 1,040 310 15,573 ― 15,573

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

270 3 124 3 400 (400) ―

計 12,066 2,430 1,164 313 15,973 (400) 15,573

営業費用 11,149 2,338 1,041 306 14,834 (400) 14,434

営業利益 917 93 123 7 1,139 (0) 1,138

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

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・イギリス・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 
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前連結会計年度(自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日) 
 

 
日本 

(百万円) 
ヨーロッパ
（百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

北米 
(百万円)

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 23,043 4,430 1,924 731 30,128 ― 30,128

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

759 6 230 25 1,020 (1,020) ―

計 23,802 4,437 2,154 756 31,148 (1,020) 30,128

営業費用 21,912 4,340 1,953 886 29,090 (993) 28,097

営業利益又は営業損失(△) 1,890 97 201 △130 2,058 (27) 2,031

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

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・イギリス・スウェーデン 

(2)アジア・オセアニア …… 台湾・オーストラリア 

(3)北米 ……………………… 米国 
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【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日) 

 

 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(百万円) 2,338 1,965 631 126 5,059

Ⅱ 連結売上高(百万円)  14,672

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

15.9 13.4 4.3 0.9 34.5

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

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・イギリス・スウェーデン 

(2) アジア・オセアニア …… 台湾・タイ・マレーシア・オーストラリア 

(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る。 

 

当中間連結会計期間(自 平成15年４月１日 至 平成15年９月30日) 

 

 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(百万円) 2,664 2,310 489 90 5,553

Ⅱ 連結売上高(百万円)  15,573

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

17.1 14.8 3.2 0.6 35.7

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

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・イギリス・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る。 

 

前連結会計年度(自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日) 

 

 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(百万円) 4,840 4,139 1,153 239 10,371

Ⅱ 連結売上高(百万円)  30,128

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

16.1 13.7 3.8 0.8 34.4

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

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・イギリス・スウェーデン 

(2) アジア・オセアニア …… 台湾・タイ・マレーシア・オーストラリア 

(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る。 
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(１株当たり情報) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１株当たり純資産額 540円97銭 
 

１株当たり純資産額 555円81銭
 

１株当たり純資産額 548円17銭
 

１株当たり中間純利益 6円23銭 
 

１株当たり中間純利益 1円10銭
 

１株当たり当期純利益 18円21銭
 

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載していない。 

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載していない。 

 

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いない。 

(追加情報) 

 当中間連結会計期間から「１株当

たり当期純利益に関する会計基準」

(企業会計基準第２号)及び「１株当

たり当期純利益に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準適用指針

第４号)を適用している。なお、同

会計基準及び適用指針を前中間連結

会計期間及び前連結会計年度に適用

して算定した場合の１株当たり情報

については、それぞれ以下のとおり

となる。 

前中間連結 

会計期間 

前連結 

会計年度 

１株当たり 

純資産額 

552円56銭 

１株当たり 

純資産額 

540円90銭 

１株当たり 

中間純利益 

6円22銭 

１株当たり 

当期純損失 

3円45銭 

  

 当連結会計年度より「１株当たり

当期純利益に関する会計基準」(企

業会計基準第２号)及び「１株当た

り当期純利益に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第

４号)を適用している。 

なお、当連結会計年度において、

従来と同様の方法によった場合の１

株当たり情報については、以下のと

おりである。 

１株当たり純資産額  548円48銭

１株当たり当期純利益  18円90銭

(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益    

 中間(当期)純利益(百万円) 450 77 1,327 

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 22 

 (内利益処分による役員賞与金 
(百万円)) 

― ― (22) 

 普通株式に係る中間(当期)純利益 
(百万円) 

450 77 1,306 

 普通株式の期中平均株式数(千株) 72,263 70,127 71,711 
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(2) 【その他】 

該当事項はない。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

 
前中間会計期間末 

(平成14年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 6,671 6,086 5,997 

２ 受取手形 3,592 3,431 3,713 

３ 売掛金 5,185 5,203 5,090 

４ たな卸資産 4,655 3,911 4,203 

５ 繰延税金資産 ― 2,910 2,638 

６ その他 1,148 305 267 

貸倒引当金 △84 △73 △33 

流動資産合計  21,169 44.9 21,773 47.8  21,875 48.4

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 3,944 3,761 3,880 

(2) 機械装置 3,024 2,705 2,771 

(3) 土地 4,965 4,927 4,966 

(4) その他 659 600 639 

有形固定資産合計  12,592 26.7 11,993 26.3  12,256 27.1

２ 無形固定資産  49 0.1 52 0.1  48 0.1

３ 投資その他の資産   

(1) 関係会社株式 2,554 3,171 3,149 

(2) 投資有価証券 5,109 6,381 5,228 

(3) 繰延税金資産 3,202 1,174 1,526 

(4) その他 3,043 2,609 2,707 

 貸倒引当金 △571 △1,562 △1,585 

投資その他の資産合計  13,337 28.3 11,772 25.8  11,026 24.4

固定資産合計  25,977 55.1 23,817 52.2  23,330 51.6

資産合計  47,146 100.0 45,590 100.0  45,205 100.0
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前中間会計期間末 

(平成14年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形 599 192 634 

２ 買掛金 1,175 1,128 1,140 

３ 未払法人税等 331 388 46 

４ 賞与引当金 505 506 510 

５ 子会社整理引当金 ― 560 ― 

６ その他 ※３ 606 868 665 

流動負債合計  3,216 6.8 3,641 8.0  2,995 6.6

Ⅱ 固定負債   

１ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

49 44 48 

２ 退職給付引当金 4,295 4,674 4,475 

固定負債合計  4,344 9.2 4,718 10.3  4,523 10.0

負債合計  7,560 16.0 8,359 18.3  7,518 16.6

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  4,102 8.7 4,102 9.0  4,102 9.1

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金 7,129 7,129 7,129 

２ 自己株式処分差益 ― 0 ― 

  資本剰余金合計  7,129 15.1 7,130 15.6  7,129 15.8

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金 1,026 1,026 1,026 

２ 任意積立金 25,469 25,443 25,469 

３ 中間未処理損失 ― 16 ― 

４ 中間(当期)未処分利益 1,400 ― 575 

  利益剰余金合計  27,894 59.2 26,453 58.0  27,069 59.9

Ⅳ 土地再評価差額金  71 0.2 65 0.1  72 0.2

Ⅴ その他有価証券 
評価差額金 

 605 1.3 964 2.1  270 0.6

Ⅵ 自己株式  △216 △0.5 △1,483 △3.3  △955 △2.1

資本合計  39,586 84.0 37,231 81.7  37,687 83.4

負債資本合計  47,146 100.0 45,590 100.0  45,205 100.0
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② 【中間損益計算書】 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

区分 
注記

番号 
金額(百万円) 

百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

   

Ⅰ 売上高  11,887 100.0 12,345 100.0  24,433 100.0

Ⅱ 売上原価  8,575 72.1 8,769 71.0  17,552 71.8

売上総利益  3,311 27.9 3,575 29.0  6,881 28.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,437 20.5 2,730 22.1  5,173 21.2

営業利益  875 7.4 845 6.8  1,709 7.0

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 26 5 36 

２ その他 197 223 1.9 148 153 1.2 356 392 1.6

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 7 ― 8 

２ その他 123 130 1.1 97 97 0.8 368 376 1.5

経常利益  967 8.1 901 7.3  1,724 7.1

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※１  ― ― 0 0.0  9 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※２ 0 14 1 

２ 固定資産除却損 ※３ 11 17 23 

３ 退職慰労金 ― 389 ― 

４ 子会社整理引当損 ― 560 ― 

５ 投資有価証券評価損 42 ― 272 

６ 貸倒引当金繰入額 ― ― 1,021 

７ その他の特別損失 ― 54 0.5 40 1,019 8.3 ― 1,317 5.4

税引前中間純損失  ― ― 118 △1.0  ― ―

税引前中間(当期) 
純利益 

 914 7.7 ― ―  416 1.7

法人税、住民税 
及び事業税 

372 449 97 

法人税等調整額 52 424 3.6 △384 65 0.5 205 302 1.2

中間純損失  ― ― 183 △1.5  ― ―

中間(当期)純利益  490 4.1 ― ―  114 0.5

前期繰越利益  910 161  910

土地再評価差額金 
取崩額 

 ― 6  ―

中間配当額  ― ―  449

中間未処理損失  ― 16  ―

中間(当期)未処分利益  1,400 ―  575
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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14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15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) デリバティブ 

時価法 

 

――― ――― 

(3) 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 

 

(3) 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 

(3) 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 

定率法を採用している。ただ

し、建物(附属設備を除く。)につ

いては、定額法を採用している。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りである。 

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 

定額法を採用している。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

いる。 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15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

計上している。 

  

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

基づき計上している。 

  

(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

上している。 

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

することとしている。 

 

(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

計上している。 

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

することとしている。 

 

――― (4) 子会社整理引当金 

連結子会社の解散による損失等

に備えるため、財政状態を勘案し

て損失負担見込額に基づき計上し

ている。 

 

――― 

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(為替予約

等の振当処理の対象となっている

ものを除く。)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

ている。 

 

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

理している。 

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

ている。 
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

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いる。 

  

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 ヘッジ会計の方法 ――― ――― 

 ①ヘッジ会計の方法 

  原則として繰延ヘッジ処理によ

っている。なお、通貨スワップに

ついては振当処理によっている。 

 

  

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段・・通貨スワップ 

 ヘッジ対象・・外貨建長期貸付金 

 

  

 ③ヘッジ方針 

  デリバティブ取引に関する権限

規定及び取引限度額等を定めた内

部規定に基づき、ヘッジ対象に係

る為替相場変動リスク及び金利変

動リスクを一定の範囲内でヘッジ

している。 

 

  

 ④ヘッジ有効性の評価の方法 

  ヘッジ対象のキャッシュ・フロ

ー変動の累計又は相場変動とヘッ

ジ手段のキャッシュ・フロー変動

の累計又は相場変動を半期ごとに

比較し、両者の変動額等を基礎に

して、ヘッジ有効性を評価してい

る。ただし、元本、利率、期間等

の重要な条件が同一である場合に

は、有効性の評価を省略すること

としている。 
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

７ 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 

 

 ①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、税抜方式によっている。 

  

７ 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 

 

 ①消費税等の会計処理について 

同左 

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

 

 ①消費税等の会計処理について 

同左 

――― ―――  ②自己株式及び法定準備金の取崩

等に関する会計基準 

当事業年度から「自己株式及び

法定準備金の取崩等に関する会計

基準」(企業会計基準第１号)を適

用している。この変更に伴う損益

に与える影響は軽微である。 

なお、財務諸表等規則の改正に

より、当事業年度における貸借対

照表の資本の部については、改正

後の財務諸表等規則により作成し

ている。 

 

――― ―――  ③１株当たり当期純利益に関する

会計基準 

当事業年度から「１株当たり当

期純利益に関する会計基準」(企

業会計基準第２号)及び「１株当

たり当期純利益に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用

指針第４号)を適用している。な

お、これによる影響については、

「１株当たり情報」に関する注記

に記載している。 

 

 

 

表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

――― (中間貸借対照表) 

  前中間期において、流動資産の「その他」に含め

て表示していた「繰延税金資産」(前中間期８億82百

万円)については、資産総額の100分の５超となった

ため、当中間期より区分掲記している。 
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追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

(自己株式及び法定準備金取崩等会

計) 

 当中間会計期間から「自己株式及

び法定準備金の取崩等に関する会計

基準」(企業会計基準第１号)を適用

している。 

 この変更に伴う損益に与える影響

は軽微である。 

  

――― ――― 

(中間貸借対照表) 

１ 中間財務諸表等規則の改正によ

り当中間会計期間から「資本準備

金」は「資本剰余金」の内訳と

「利益準備金」「任意積立金」

「中間未処分利益」は「利益剰余

金」の内訳として表示している。 

 

２ 中間財務諸表等規則の改正によ

り当中間会計期間から「再評価差

額金」は「土地再評価差額金」と

して表示している。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成14年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成15年９月30日) 

前事業年度末 
(平成15年３月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

は、21,737百万円である。 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

は、21,299百万円である。 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

は、21,217百万円である。 

  

 ２ 偶発債務 

   (保証債務) 

 関係会社の金融機関からの借入

金等に対する保証債務は次のとお

りである。 

――― ――― 

旭ダイヤモンドイン

ダストリアルオース

トラリアPty., Ltd. 

7百万円 

(A$100千) 

  

  

※３ 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い

る。 

  

※３ 消費税等の取扱い 

   同左 

――― 

 

 

(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

――― ――― ※１ 固定資産売却益の主なもの

は、米国ニューハンプシャー州

に所有していた社宅を売却した

ことによる。 

 

――― ※２ 固定資産売却損の内訳は次の
とおりである。 

機械装置 10百万円

土地 4 〃 

 計 14 〃 
 

※２ 固定資産売却損の内訳は次の
とおりである。 

機械装置 1百万円

車輌運搬具 0 〃 

 計 1 〃 
 

   

※３ 固定資産除却損の内訳は次の
とおりである。 

建物 1百万円 

機械装置 4 〃 

その他  

(工具器具及び備品他) 7 〃 

 計 11 〃 
 

※３ 固定資産除却損の内訳は次の
とおりである。 

建物 0百万円

機械装置 12 〃 

その他  

(工具器具及び備品他) 5 〃 

 計 17 〃 
 

※３ 固定資産除却損の内訳は次の
とおりである。 

建物 2百万円

構築物 3 

機械装置 12 〃 

その他  

(工具器具及び備品) 7 〃 

 計 23 〃 
 

   

 ４ 減価償却実施額は次のとおり
である。 

有形固定資産 540百万円 
無形固定資産 9 〃 

  

 ４ 減価償却実施額は次のとおり
である。 

有形固定資産 472百万円
無形固定資産 6 〃 

 

 ４ 減価償却実施額は次のとおり
である。 

有形固定資産 1,103百万円
無形固定資産 17 〃 
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15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 254百万円 

減価償却累計額相当額 128 〃 

中間期末残高相当額 127 〃 

※上記金額のうち、主なものは

「工具器具及び備品」である。

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いる。 

 

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 249百万円

減価償却累計額相当額 145 〃 

中間期末残高相当額 104 〃 

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 255百万円

減価償却累計額相当額 150 〃 

期末残高相当額 105 〃 

※上記金額のうち、主なものは

「工具器具及び備品」である。

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

より算定している。 

②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 49百万円 

１年超 77 〃 

合 計 127 〃 
 

②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 44百万円

１年超 60 〃 

合 計 104 〃 
 

②未経過リース料期末残高相当額

１年内 46百万円

１年超 59 〃 

合 計 105 〃 
 

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

より算定している。 

  

同左 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

定している。 

③支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 31百万円 

減価償却費相当額 31 〃 

  

③支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 27百万円

減価償却費相当額 27 〃 
 

③支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 57百万円

減価償却費相当額 57 〃 
 

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

っている。 

  

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 0 〃 

合 計 2 〃 
 

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内 8百万円

１年超 7 〃 

合 計 15 〃 

  

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 ― 〃 

合 計 1 〃 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成14年９月30日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していない。 

 

当中間会計期間末(平成15年９月30日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していない。 

 

前事業年度末(平成15年３月31日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していない。 

 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 
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(2) 【その他】 

平成15年11月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議した。 

(イ) 中間配当による配当金の総額 433百万円

(ロ) １株当たりの金額 6円25銭

(ハ) 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成15年12月10日

(注) 平成15年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行う。 
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第６ 【提出会社の参考情報】 

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

 

(1) 有価証券報告書 
及びその添付書類  

事業年度 
(第84期) 

 
自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日

 
平成15年６月30日 
関東財務局長に提出。 

        

(2) 臨時報告書 

 

証券取引法第24条の５第４項及び企
業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第３号(特定子会社の異
動)に基づく臨時報告書である。 

 
平成15年９月25日 
関東財務局長に提出。 

        

(3) 自己株券買付 
状況報告書 

     

平成15年４月４日 
平成15年５月２日 
平成15年６月６日 
平成15年７月４日 
平成15年８月13日 
平成15年９月５日 
平成15年10月３日 
平成15年11月13日 
平成15年12月10日 
関東財務局長に提出。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はない。 
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中 間 監 査 報 告 書 
 

 

平成14年12月18日 

旭ダイヤモンド工業株式会社 

代表取締役社長 高 瀬 満 雄 殿 

  事務所名   鈴木公認会計士事務所 

 

  公認会計士  鈴  木  忠  光  ㊞ 

 

  事務所名   石井公認会計士事務所 

 

  公認会計士  石  井  忠  史  ㊞ 

 

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

いる旭ダイヤモンド工業株式会社の平成14年４月１日から平成15年３月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間(平成14年４月１日から平成14年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。 

この中間監査に当たって、私たちは、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監

査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において私たちは、中間監査実

施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略し、また、連結子会社

等については、中間監査実施基準三に準拠して分析的手続、質問及び閲覧等から構成される監査手続を

実施した。 

中間監査の結果、中間連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正

妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従って

継続して適用されており、また、中間連結財務諸表の表示方法は、「中間連結財務諸表の用語、様式及

び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)の定めるところに準拠しているものと認められた。 

よって、私たちは、上記の中間連結財務諸表が旭ダイヤモンド工業株式会社及び連結子会社の平成14

年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成14年４月１日から平成14

年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
 
 
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管している。 
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独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成15年12月15日 

旭ダイヤモンド工業株式会社 

取締役会 御中 

  事務所名   鈴木公認会計士事務所 

 

  公認会計士  鈴  木  忠  光  ㊞ 

 

  事務所名   石井公認会計士事務所 

 

  公認会計士  石  井  忠  史  ㊞ 

 

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

いる旭ダイヤモンド工業株式会社の平成15年４月１日から平成16年３月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の

立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たち

に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私たちは、中間

監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 

 

私たちは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、旭ダイヤモンド工業株式会社及び連結子会社の平成15年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

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

途保管している。 
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中 間 監 査 報 告 書 
 

 

平成14年12月18日 

旭ダイヤモンド工業株式会社 

代表取締役社長 高 瀬 満 雄 殿 

  事務所名   鈴木公認会計士事務所 

 

  公認会計士  鈴  木  忠  光  ㊞ 

 

  事務所名   石井公認会計士事務所 

 

  公認会計士  石  井  忠  史  ㊞ 

 

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

いる旭ダイヤモンド工業株式会社の平成14年４月１日から平成15年３月31日までの第84期事業年度の中

間会計期間(平成14年４月１日から平成14年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。 

この中間監査に当たって、私たちは、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監

査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において私たちは、中間監査実

施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。 

中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当

と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用

されており、また、中間財務諸表の表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則」(昭和52年大蔵省令第38号)の定めるところに準拠しているものと認められた。 

よって、私たちは、上記の中間財務諸表が旭ダイヤモンド工業株式会社の平成14年９月30日現在の財

政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成14年４月１日から平成14年９月30日まで)の経営成

績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

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

途保管している。 
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独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成15年12月15日 

旭ダイヤモンド工業株式会社 

取締役会 御中 

  事務所名   鈴木公認会計士事務所 

 

  公認会計士  鈴  木  忠  光  ㊞ 

 

  事務所名   石井公認会計士事務所 

 

  公認会計士  石  井  忠  史  ㊞ 

 

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

いる旭ダイヤモンド工業株式会社の平成15年４月１日から平成16年３月31日までの第85期事業年度の中

間会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私

たちの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たち

に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を

中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私たちは、中間監査の結

果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 

 

私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、旭ダイヤモンド工業株式会社の平成15年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終

了する中間会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表

示しているものと認める。 

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

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

途保管している。 
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