
【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成18年12月22日

【中間会計期間】 第141期中(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)

【会社名】 テイカ株式会社

【英訳名】 ＴＡＹＣＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  竹 内 千 秋

【本店の所在の場所】 大阪市大正区船町１丁目３番47号

【電話番号】 大阪(06)6555局3250番(代表)

本店は上記の場所に登記しておりますが、実際上の本社業務は本社事務所で行っております。

   本社事務所の所在の場所 大阪市中央区北浜３丁目６番13号

   電話番号 大阪(06)6208局6400番(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務取締役  杉 江 一 彦

【 寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋１丁目17番10号内田洋行京橋ビル９階 

テイカ株式会社 東京支店

【電話番号】 東京(03)5250局3851番(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役東京支店長  名木田 正 男

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

 (大阪市中央区北浜１丁目８番16号)

株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)



  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

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

３ 純資産の算定にあたり、第141期中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

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

会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

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139期中 第140期中 第141期中 第139期 第140期

会計期間

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 12,841 13,426 14,692 26,067 27,610

経常利益 (百万円) 865 905 853 1,325 1,738

中間(当期)純利益 (百万円) 388 516 560 732 961

純資産額 (百万円) 19,644 21,148 22,540 20,149 22,949

総資産額 (百万円) 33,007 35,280 39,794 34,702 39,902

１株当たり純資産額 (円) 391.08 421.37 448.33 400.92 456.99

１株当たり中間(当期) 
純利益

(円) 7.73 10.28 11.17 14.17 18.77

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 (％) 59.5 59.9 56.5 58.1 57.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,098 1,608 863 3,159 2,283

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,322 △1,711 △1,960 △2,266 △3,068

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △467 △310 514 △364 △54

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 1,901 2,710 1,736 3,121 2,305

従業員数 (名) 577 577 586 577 578



  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」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おります。 

３ 純資産の算定にあたり、第141期中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

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

基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

(2) 提出会社の経営指標等

回次 第139期中 第140期中 第141期中 第139期 第140期

会計期間

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 11,682 12,195 13,103 23,755 25,080

経常利益 (百万円) 816 912 722 1,303 1,659

中間(当期)純利益 (百万円) 337 499 466 691 886

資本金 (百万円) 9,855 9,855 9,855 9,855 9,855

発行済株式総数 (千株) 51,428 51,428 51,428 51,428 51,428

純資産額 (百万円) 19,061 20,552 21,712 19,572 22,273

総資産額 (百万円) 31,086 33,543 37,804 32,664 37,854

１株当たり配当額 (円) 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00

自己資本比率 (％) 61.3 61.3 57.4 59.9 58.8

従業員数 (名) 478 466 465 473 463



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

要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社グループ内への出向者を含め、グループ外への出向者を除く就業人員数です。 

２ 従業員数には派遣社員・嘱託契約の従業員を含んでおりません。 

３ 全社共通の従業員数は管理部門、営業部門であります。 

  

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員数です。 

２ 従業員数には派遣社員・嘱託契約の従業員を含んでおりません。 

  

労使関係については、特に記載すべき事項はありません。 

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

酸化チタン関連事業 268

その他化学品事業 145

その他事業 112

全社共通 61

合計 586

(2) 提出会社の状況

従業員数(名) 465

(3) 労働組合の状況



当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、好調な設備投資や堅調な個人消費に加え、円安基調を

背景とした輸出の増加などにより、景気は緩やかな回復を続けている一方で、米国経済の減速感や原油

価格動向に対する懸念もあり、依然として先行き不透明感が続く状況にありました。  

化学工業界におきましても、需要は国内・輸出とも堅調に推移いたしましたが、原燃料価格の高止ま

りが利益を圧迫しており、経営環境は依然として厳しい状況のうちに推移いたしました。   

このような環境下にあって、当社グループは高付加価値製品を中心に積極的な販売活動に努めるとと

もに、事業活動全般にわたる効率化・合理化を推進するなどグループ一丸となって業績向上に取り組み

ました。その結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、売上高は146億９千２百万円（前年同

期比9.4％増）となりました。経常利益は、原燃料価格上昇分の製品への転嫁の遅れが減益要因となり

８億５千３百万円（前年同期比5.8％減）、中間純利益は５億６千万円（前年同期比8.6％増）となりま

した。  

事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

  

主力製品の酸化チタンは、国内は建築塗料等の汎用塗料向けが低調でありましたが、自動車塗料を

中心に工業用塗料向けが好調で販売数量、売上高ともに増加いたしました。輸出はアジア地域を中心

に引き合いは旺盛でありましたが、在庫繰りから販売数量は減少いたしました。 

微粒子酸化チタン、表面処理製品は、化粧品・工業用向けが引き続き好調に推移し、販売数量、売

上高ともに増加いたしました。また、微粒子酸化亜鉛も化粧品向けに大きく販売数量を伸ばしまし

た。 

光触媒用酸化チタンは当期からインテリア関係向けを中心に本格的に販売を開始いたしました。 

以上の結果、当事業の売上高は89億８百万円（前年同期比8.9％増）、営業利益は５億４千３百万

円（前年同期比28.9％減）となりました。 

  

界面活性剤は輸入品、国内品の安値攻勢を受け、販売数量は減少いたしましたが、売上高は原料価

格の上昇分を販売価格へ転嫁したため微増となりました。海外の連結子会社は、国内・輸出とも好調

で販売数量、売上高ともに増加いたしました。    

硫酸は、販売数量は前年同期並でありましたが、値上げが浸透し売上高は増加いたしました。  

無公害防錆顔料は脱クロム、脱鉛の動きが工業塗料向けを中心に活発となり、販売数量、売上高と

もに前年同期を大幅に上回りました。   

導電性高分子酸化重合剤は新製品の販売により数量は増加いたしました。  

電池セパレータはニッケル水素二次電池向けに期待通り順調に推移いたしました。   

以上の結果、当事業の売上高は49億１千万円（前年同期比9.0％増）、営業利益は１億４千７百万

円（前年同期比39.3％増）となりました。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

酸化チタン関連事業

その他化学品事業



倉庫業は高付加価値品の荷扱量が増加したことにより売上高は増加いたしました。  

エレクトロ・セラミックス製品は医療用向けを中心に順調に推移し、売上高は増加いたしました。 

以上の結果、当事業の売上高は８億７千２百万円（前年同期比17.8％増）、営業利益は１億８千３

百万円（前年同期比121.0％増）となりました。 

  

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、売上債権の増加、有形固定資産の取得による

支出等により、前年同期に比べ９億７千４百万円減の17億３千６百万円となりました。  

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により、前年同期に比べ７億４千５百万

円収入減の８億６千３百万円の収入となりました。  

  

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、前年同期に比べ

２億４千８百万円支出増の19億６千万円の支出となりました。  

  

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増等により、前年同期に比べ８億２千４百

万円収入増の５億１千４百万円の収入となりました。  

  

その他事業

(2) 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)



当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当中間連結会計期間における商品の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであ

ります。 

  

 
(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当社グループでは受注生産は行っておりません。 

  

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。 

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

酸化チタン関連事業 9,244 ＋9.2

その他化学品事業 4,017 ＋7.6

その他事業 273 ＋61.4

合計 13,534 ＋9.5

(2) 商品の仕入実績

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(百万円) 前年同期比(％)

酸化チタン関連事業 16 △20.6

その他化学品事業 606 △1.4

合計 622 △2.0

(3) 受注実績

(4) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

酸化チタン関連事業 8,908 ＋8.9

その他化学品事業 4,910 ＋9.0

その他事業 872 ＋17.8

合計 14,692 ＋9.4

３ 【対処すべき課題】



当中間連結会計期間において該当事項はありません。 

  

当社グループは、既存製品関連の高品質銘柄の開発を行うとともに、付加価値の高いスペシャルティケ

ミカルズの拡大を図っております。 

なお、当中間連結会計期間は研究開発費に３億８千２百万円を投入しました。 

当社グループの研究開発活動は次の２部門で進めております。 

  

顔料酸化チタンの分野では、主に塗料、インキ、プラスチック、製紙などの用途で、顧客の要求性能

に応えるべく改良研究を行う一方、この酸化チタンに関する技術をベースに新しい用途への技術展開の

可能性に関する研究開発を行っています。また、酸化チタンで長年培ってきたナノテクノロジーを利用

して、光、電子、環境などの機能を有した超微粒子粉体の研究開発を行っています。   

紫外線遮蔽機能を有するルチル形超微粒子酸化チタンおよび超微粒子酸化亜鉛は、化粧品分野、各種

機能性塗料分野で世界中の顧客に使用されています。また、アナタース形超微粒子酸化チタンは脱臭、

ＮＯｘガスの低減など環境浄化の目的で光触媒として市場に浸透しつつあります。更にこれらの超微粒

子粉体を有機化合物で表面改質を行い、有機－無機複合粉体としての新しい機能を引き出すべく、現行

のトナー外添剤、化粧品、機能性塗料などの用途のほかに電子機器で使用される高機能コーティング剤

などの分野を担って、超微粒子粉体の新規な用途を見いだすべく研究開発を行っています。一方、 近

では超微粒子とは逆の大粒子径の赤外線遮蔽機能を有する酸化チタンを開発し、環境、省エネルギーの

観点からの市場展開を行っています。当中間連結会計期間における研究開発費の金額は２億３千４百万

円であります。   

   

界面活性剤についても、主に合成洗剤、シャンプー、工業用乳化剤、酸硬化触媒などを中心に顧客ニ

ーズに応えるべく新銘柄開発を行う一方で、界面活性剤の新規用途開発に取り組んでいます。 

特殊リン酸塩の分野では、無公害防錆顔料が、従来から使用されている鉛、クロムなどの重金属を含

む防錆顔料の代替として順調に伸びており、さらに環境対応型の水系塗料向けの銘柄開発を進めていま

す。また、住環境で大きな問題となっているシックハウス症候群の原因となる有害なホルムアルデヒド

等の特殊吸着剤をはじめ、各種の悪臭に効果のある脱臭、消臭剤及び半導体工場用の塩基性、酸性ガス

吸着剤の開発に取り組んでいます。   

機能性スルホン化製品の分野では、燃料電池用のプロトン交換膜のスルホン化、低発塵性制電ワイピ

ングクロス、帯電防止フィルム、その他機能性膜材料の開発に取り組んでいます。  

電波吸収体の分野では、将来大きな市場が見込まれているＩＴＳ（高速道路交通システム）やＩＣタ

グ用誘電体皮膜など、各種の周波数の電波を使用した新システムに対応した電波吸収体の開発も積極的

に進めております。  

新規開発テーマとしては、ＩＴ、環境、エネルギーをキーワードとして、新たなリチウムイオン二次

電池用電極材料の開発、層状化合物の新規用途開発などに取り組んでいます。当中間連結会計期間にお

ける研究開発費の金額は１億４千８百万円であります。   

  

４ 【経営上の重要な契約等】

５ 【研究開発活動】

酸化チタン関連事業

その他化学品事業 



当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

当中間連結会計期間において該当事項はありません。 

 
  

当中間連結会計期間において該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間において該当事項はありません。 

  

第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

２ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備計画の変更

(2) 重要な設備計画の完了

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

  次のとおりであります。

  

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの名称

設備の内容 投資額（百万円） 完了年月
完成後の
増加能力

提出会社
熊山工場
（赤磐市）

   酸化チタン
   関連事業

 表面処理
 第２工場
 建設工事

1,865 平成18年９月
生産能力
530ｔ／年

(3) 重要な設備の新設等

(4) 重要な設備の除却等



  

 
  

  

 
  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

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 発行可能株式総数(株)

普通株式 150,000,000

計 150,000,000

② 【発行済株式】

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月22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 51,428,828 51,428,828

大阪証券取引所
市場第１部 
東京証券取引所 
市場第１部

―

計 51,428,828 51,428,828 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(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18年９月30日   ― 51,428 ― 9,855 ― 2,467



平成18年９月30日現在 

 
(注) １ テイカグループ持株会は、当社と取引のある販売代理店、原材料仕入先および協力会社等が会員となって 

継続的に資金を拠出し、当社株式を取得する会であります。 

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

   みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口 

 
   なお、同株については、委託者である株式会社みずほ銀行が議決権の指図権を留保しております。 

 
３ 上記のほか当社所有の自己株式1,262千株(2.45％)があります。 

  

平成18年９月30日現在 

 
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権４個)が含ま 

   れております。 

  

(4) 【大株主の状況】

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(％)

双日株式会社 東京都港区赤坂６丁目１番20号 4,757 9.24

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１丁目２番１号 3,568 6.93

山田産業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町６番１号
早川ビル５階

2,935 5.70

テイカグループ持株会 大阪市中央区北浜３丁目６番13号 2,036 3.96

みずほ信託退職給付信託みずほ
銀行口再信託受託者資産管理サ
ービス信託

東京都中央区晴海１丁目８番12号 2,018 3.92

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,345 2.61

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３番１号 1,260 2.45

関西ペイント株式会社 大阪市中央区伏見町４丁目３番６号 1,224 2.38

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,000 1.94

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 909 1.76

計 ― 21,054 40.93

再信託受託者資産管理サービス信託 2,018千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,345千株

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
 普通株式    1,262,000

― ―

完全議決権株式(その他)  普通株式   49,687,000 49,687 ―

単元未満株式  普通株式    479,828 ― ―

発行済株式総数 51,428,828 ― ―

総株主の議決権 ― 49,687 ―



平成18年９月30日現在 

 
  

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

② 【自己株式等】

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) 
テイカ株式会社

大阪市大正区 
船町１丁目３番47号

1,262,000 ― 1,262,000 2.45

計 ― 1,262,000 ― 1,262,000 2.45

２ 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】

月別
平成18年
４月

平成18年
５月

平成18年
６月

平成18年
７月

平成18年 
８月

平成18年
９月

高(円) 438 425 357 348 344 347

低(円) 401 348 310 305 318 317

３ 【役員の状況】



(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

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

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

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

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

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

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

則に基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年

９月30日まで)及び前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)並びに当中間連結会計

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

９月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、公認会計士大石麻瑳央氏及び公認会計士

岩田渉氏により共同中間監査を受けております。 

  

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

２ 監査証明について



  

１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,789 1.815 2,384

 ２ 受取手形及び売掛金
※２
※４

7,514 9.378 8,279

 ３ 有価証券 0 2 2

 ４ たな卸資産 4,850 5,404 5,834

 ５ 繰延税金資産 186 174 192

 ６ その他 136 161 348

   貸倒引当金 △8 ― △9

   流動資産合計 15,469 43.8 16,936 42.6 17,032 42.7

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産
※１ 
※２

  １ 建物及び構築物 4,022 4,761 3,912

  ２ 機械装置及び 
    運搬具

5,793 7,137 6,185

  ３ 土地 1,280 1.299 1,291

  ４ 建設仮勘定 454 388 1,075

  ５ その他 455 12,006 595 14,182 506 12,972

 (2) 無形固定資産 51 30 40

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 ※２ 6,881 7,791 9,021

  ２ 長期前払費用 395 401 382

  ３ 繰延税金資産 37 55 41

  ４ その他 438 7,752 395 8,644 411 9.857

   固定資産合計 19,811 56.2 22,858 57.4 22,870 57.3

   資産合計 35,280 100.0 39,794 100.0 39,902 100.0



前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※４ 2,886 3,819 3,772

 ２ 短期借入金 ※２ 2,834 3,687 2,321

 ３ 未払法人税等 469 262 535

 ４ 賞与引当金 348 314 322

 ５ 役員賞与引当金 ― 4 ―

 ６ その他 1,976 3,041 2,743

   流動負債合計 8,515 24.2 11,129 28.0 9,695 24.3

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 2,969 3,146 3,744

 ２ 繰延税金負債 745 1,030 1,498

 ３ 退職給付引当金 1,613 1,778 1,693

 ４ 役員退職慰労引当金 251 168 280

   固定負債合計 5,579 15.8 6,124 15.4 7,216 18.1

   負債合計 14,095 40.0 17,253 43.4 16,911 42.4

(少数株主持分)

  少数株主持分 36 0.1 ― ― 41 0.1

(資本の部)

Ⅰ 資本金 9,855 27.9 ― ― 9,855 24.6

Ⅱ 資本剰余金 6,767 19.2 ― ― 6,767 17.0

Ⅲ 利益剰余金 2,736 7.8 ― ― 3,179 8.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

2,207 6.2 ― ― 3,553 8.9

Ⅴ 為替換算調整勘定 △21 △0.1 ― ― △2 △0.0

Ⅵ 自己株式 △398 △1.1 ― ― △403 △1.0

   資本合計 21,148 59.9 ― ― 22,949 57.5

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

35,280 100.0 ― ― 39,902 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 9,855 ―

 ２ 資本剰余金 ― 6,767 ―

 ３ 利益剰余金 ― 3,472 ―

 ４ 自己株式 ― △407 ―

   株主資本合計 ― ― 19,688 49.5 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― 2,794 ―

 ２ 為替換算調整勘定 ― 8 ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ― 2,802 7.0 ― ―

Ⅲ 少数株主持分 ― ― 49 0.1 ― ―

   純資産合計 ― ― 22,540 56.6 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 39,794 100.0 ― ―



  

 
  

② 【中間連結損益計算書】

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 13,426 100.0 14.692 100.0 27,610 100.0

Ⅱ 売上原価 10,237 76.3 11,590 78.9 21,328 77.3

   売上総利益 3,189 23.7 3,101 21.1 6,281 22.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 保管発送諸費 814 830 1,636

 ２ 役員報酬 125 116 246

 ３ 給料手当 371 300 753

 ４ 賞与引当金繰入額 101 72 77

 ５ 退職給付費用 33 28 42

 ６ 役員退職慰労 
   引当金繰入額

25 21 54

 ７ 福利厚生費 82 66 161

 ８ 賃借料及び保険料 77 81 146

 ９ 減価償却費 24 21 50

 10 研究開発費 256 382 666

 11 その他 347 2,258 16.8 333 2,257 15.4 679 4,513 16.3

   営業利益 931 6.9 843 5.7 1,768 6.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1 1 3

 ２ 受取配当金 56 69 78

 ３ 不動産賃貸料 13 13 33

 ４ その他 33 105 0.8 68 153 1.0 96 212 0.8

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 59 66 123

 ２ たな卸資産評価損 22 8 27

 ３ その他 49 131 1.0 68 143 0.9 89 241 0.9

   経常利益 905 6.7 853 5.8 1,738 6.3

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入額 1 1 0.0 9 9 0.0 2 2 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※１ 36 37 111

 ２  その他投資売却損 ― 36 0.2 2 39 0.2 ― 111 0.4

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益

870 6.5 823 5.6 1,628 5.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

453 242 809

   法人税等調整額 △97 356 2.7 15 257 1.8
△143

666 2.4

   少数株主利益又は 
   少数株主損失（△）

△1 △0.0 5 0.0 0 0.0

   中間(当期)純利益 516 3.8 560 3.8 961 3.5



  

 
  

③ 【中間連結剰余金計算書】

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 6,767 6,767

Ⅱ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高

6,767 6,767

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 2,488 2,488

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 中間(当期)純利益 516 516 961 961

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 251 251

 ２ 役員賞与 16 267 19 271

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高

2,736 3,179



当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

④ 【中間連結株主資本等変動計算書】

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 9,855 6,767 3,179 △403 19,398

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △250 △250

 役員賞与 △16 △16

 中間純利益 560 560

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 △0 0 0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― △0 293 △3 290

平成18年９月30日残高(百万円) 9,855 6,767 3,472 △407 19,688

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,553 △2 3,550 41 22,991

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △250

 役員賞与 △16

 中間純利益 560

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△759 11 △747 7 △740

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△759 11 △747 7 △450

平成18年９月30日残高(百万円) 2,794 8 2,802 49 22,540



  

⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間 
   (当期)純利益

870 823 1,628

 ２ 減価償却費 880 959 1,924

 ３ 退職給付引当金の増加額 105 85 185

 ４ 受取利息及び受取配当金 △58 △71 △82

 ５ 支払利息 59 66 123

 ６ 売上債権の増減額 
      (△増加)

253 △1,099 △510

 ７ たな卸資産の増減額 
   （△増加）

393 429 △590

 ８ 仕入債務の増減額 
   (△減少)

△526 47 359

 ９ その他 △82 122 △134

    小計 1,896 1,362 2,903

 10 利息及び配当金の受取額 58 71 82

 11 利息の支払額 △60 △56 △124

 12 法人税等の支払額 △286 △514 △577

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

1,608 863 2,283

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 有価証券の取得による支出 △24 ― △24

 ２ 有価証券の売却による収入 59 ― 34

 ３ 有形固定資産 
   の取得による支出

△1,738 △1,918 △3,056

 ４ 投資有価証券 
   の取得による支出

△7 △8 △14

 ５ 投資有価証券 
   の売却による収入

5 ― 5

 ６ その他 △6 △33 △12

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,711 △1,960 △3,068



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金純増加額 782 1,715 73

 ２ 長期借入れによる収入 100 ― 2,100

 ３ 長期借入金の返済による 
   支出

△938 △946 △1,966

 ４ 自己株式の取得による
   支出

△5 △3 △11

 ５ 自己株式の売却による
   収入

― 0 ―

 ６ 配当金の支払額 △249 △250 △250

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△310 514 △54

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

2 13 23

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額(△減少)

△411 △569 △815

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

3,121 2,305 3,121

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

2,710 1,736 2,305



  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する

    事項

  子会社は、全て連結し

ております。

  連結子会社の数

    ５社

  連結子会社の名称

  テイカ商事株式会社

  テイカ倉庫株式会社

  ティーエフティー

  株式会社

  朝日商運株式会社

  TAYCA(Thailand)

  Co.,Ltd.

同左

 

  

  

  

  

 

  

同左

  

  

  

  

  

  

  

２ 持分法の適用に関す

    る事項

持分法を適用しない関連

会社の名称

SHWETHAZIN SUPER SOAP 

Co.,Ltd.

PTN CHEMICALS 

Co.,Ltd．

上海京帝化工有限公司

持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社は、

それぞれ中間連結純損益

及び中間連結利益剰余金

等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

法の適用から除外してお

ります。

持分法を適用しない関連

会社の名称

同左

 

持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社は、

それぞれの中間純損益

（持分相当額）及び利益

剰余金等（持分相当額）

からみて、全体として重

要性がないため、持分法

の適用から除外しており

ます。

持分法を適用しない関連

会社の名称

同左

持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社は、

それぞれ連結当期純損益

及び連結利益剰余金等に

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

の適用から除外しており

ます。

３ 連結子会社の中間決

算日(決算日)等に関

する事項

連結子会社５社の中間

決算日は、６月30日であ

ります。

 中間連結財務諸表を作

成するに当たっては、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。

同左 連結子会社５社の決算

日は、12月31日でありま

す。

 連結財務諸表を作成す

るに当たっては、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。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

４ 会計処理基準に関す

る事項

 (1) 重要な資産の評価

      基準及び評価方法

① 有価証券

  その他有価証券

  時価のあるもの

中間決算日の市場  

価格等に基づく時

価法（評価差額は

全部資本直入法に

より処理し、売却

原価は移動平均法

により算定）

① 有価証券

  その他有価証券

  時価のあるもの

中間決算日の市場  

価格等に基づく時

価法（評価差額は

全部純資産直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定）

① 有価証券

  その他有価証券

  時価のあるもの

決算日の市場価格  

等に基づく時価法

（評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定）

  時価のないもの

移動平均法による

原価法

  時価のないもの

同左

  時価のないもの

同左

② たな卸資産

移動平均法による

原価法

② たな卸資産

同左

② たな卸資産

同左

 (2) 重要な減価償却資

産の減価償却の方

法

① 有形固定資産

定率法によってお

ります。

ただし、平成10年

４月１日以降に取得

した建物(建物附属設

備は除く)について

は、定額法によって

おります。

なお、在外連結子

会社は、定額法によ

っております。

① 有形固定資産

同左

① 有形固定資産

同左

② 無形固定資産

定額法によってお

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)

に基づく定額法によ

っております。

② 無形固定資産

同左

② 無形固定資産

同左

③ 長期前払費用

均等償却によって

おります。

③ 長期前払費用

同左

③ 長期前払費用

同左



項目
前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (3) 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

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。

なお、在外連結子

会社は、計上してお

りません。

② 賞与引当金

同左

② 賞与引当金

同左

③    ――― ③ 役員賞与引当金

役員に対して支給

する賞与の支出に充

てるため、当中間連

結会計期間に見合う

分を計上しておりま

す。

なお、連結子会社

は、計上しておりま

せん。

③    ―――

④ 退職給付引当金

当社及び国内連結

子 会 社（１ 社 を 除

く）は、従業員の退

職給付に備えるた

め、決算日における

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づき、中間決算日に

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。

会計基準変更時差

異(1,222百万円)につ

いては10年による按

分額を費用処理して

おります。

数理計算上の差異

については、各期の

発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)

による按分額をそれ

ぞれ発生の翌期より

費用処理しておりま

す。

なお、在外連結子

会社は、計上してお

りません。

④ 退職給付引当金

同左

④ 退職給付引当金

当社及び国内連結

子 会 社（１ 社 を 除

く）は、従業員の退

職給付に備えるた

め、決算日における

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づき計上しておりま

す。

会計基準変更時差

異(1,222百万円)につ

いては10年による按

分額を費用処理して

おります。

数理計算上の差異

については、各期の

発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)

による按分額をそれ

ぞれ発生の翌期より

費用処理しておりま

す。

なお、在外連結子

会社は、計上してお

りません。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

⑤ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金

の支出に備えるた
め、役員退職慰労金
規程に基づく中間決
算日における要支給
額を計上しておりま
す。
なお、在外連結子

会社は、計上してお
りません。

⑤ 役員退職慰労引当金
同左

⑤ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金

の支出に備えるた
め、役員退職慰労金
規程に基づく決算日
における要支給額を
計上しております。
なお、在外連結子

会社は、計上してお
りません。

 (4) 重要な外貨建の資
     産又は負債の本邦
     通貨への換算の基
     準

 外貨建金銭債権債務
は、中間決算日の直物為
替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益とし
て処理しております。 
 なお、在外子会社の資
産及び負債並びに収益及
び費用は中間決算日の直
物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は少数
株主持分及び資本の部に
おける為替換算調整勘定
に含めております。

 外貨建金銭債権債務
は、中間決算日の直物為
替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益とし
て処理しております。 
 なお、在外子会社の資
産及び負債並びに収益及
び費用は中間決算日の直
物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は純資
産の部における為替換算
調整勘定及び少数株主持
分に含めております。

 外貨建金銭債権債務
は、決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処
理しております。 
 なお、在外子会社の資
産及び負債並びに収益及
び費用は決算日の直物為
替相場により円貨に換算
し、換算差額は少数株主
持分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。

 (5) 重要なリース取引
     の処理方法

 リース物件の所有権が
借主に移転すると認めら
れるもの以外のファイナ
ンス・リース取引につい
ては、通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計
処理によっております。 
 なお、在外連結子会社
は、通常の売買取引に準
じた会計処理によってお
ります。

同左 同左

 (6) 重要なヘッジ会計
     の方法

① ヘッジ会計の方法
金利スワップにつ

いては、特例処理の
要件を満たすため、
特例処理によってお
ります。

① ヘッジ会計の方法
同左

① ヘッジ会計の方法
同左

② ヘッジ手段とヘッジ
対象

   ヘッジ手段
    金利スワップ
   ヘッジ対象

  特定借入金の
  支払金利

② ヘッジ手段とヘッジ
対象

同左

② ヘッジ手段とヘッジ
対象

同左

③ ヘッジ方針
金利変動による支

払金利の増加リスク
を減殺する目的で行
っております。

③ ヘッジ方針
同左

③ ヘッジ方針
同左

④ ヘッジ有効性評価の
方法
金利スワップの特

例処理の要件を満た
しており、その判定
をもって有効性の判
定に代えておりま
す。(中間決算日にお
ける有効性の評価を
省略しております。)

④ ヘッジ有効性評価の
方法

同左

④ ヘッジ有効性評価の
方法
金利スワップの特

例処理の要件を満た
しており、その判定
をもって有効性の判
定に代えておりま
す。(決算日における
有効性の評価を省略
しております。)



 
  

  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (7) その他中間連結財

務諸表(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

(連結キャッシュ・

フロー計算書)にお

ける資金の範囲

 手許現金、要求払預金

及び取得日より３か月以

内に償還日が到来する容

易に換金可能で、かつ、

価格の変動について僅少

なリスクしか負わない短

期的な投資であります。

同左 同左

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

―――

（貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準）    

  当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。    

  これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、22,491百万円でありま

す。   

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。

（役員賞与に関する会計基準）

  当中間連結会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号 平成17年11月29日）を

適用しております。 

  これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益は、それ

ぞれ４百万円減少しております。

―――



  

 
  

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17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却

    累計額

41,358百万円

※１ 有形固定資産の減価償却

    累計額

42,668百万円

※１ 有形固定資産の減価償却

    累計額

41,881百万円

 

※２ 担保資産

  工場財団抵当分

  建物 2,314百万円

  構築物 785 〃

  機械装置 5,498 〃

  土地 414 〃

   計 9,013百万円

 
 

※２ 担保資産

  工場財団抵当分

  建物 2,340百万円

  構築物 895 〃

  機械装置 6,057 〃

  土地 414 〃

   計 9,708百万円
 

※２ 担保資産

  工場財団抵当分

  建物 2,254百万円

  構築物 746 〃

  機械装置 5,873 〃

  土地 414 〃

   計 9,289百万円

 

上記の資産に対応する債務額

 長期借入金 3,811百万円

（うち１年以内返済予定額

 1,574百万円)

 

上記の資産に対応する債務額

 長期借入金 4,023百万円

（うち１年以内返済予定額

 1,452百万円)

 

上記の資産に対応する債務額

 長期借入金 4,819百万円

（うち１年以内返済予定額

 1,722百万円)

 

  工場財団抵当分以外

  受取手形 200百万円

  投資有価証券 699 〃

  建物 388 〃

  土地 99 〃

   計 1,387百万円
 

  工場財団抵当分以外

  受取手形 339百万円

  投資有価証券 876 〃

  建物 361 〃

  土地 99 〃

   計 1,677百万円
 

  工場財団抵当分以外

  受取手形 200百万円

  投資有価証券 1,058 〃

  建物 375 〃

  土地 99 〃

   計 1,734百万円

 

上記の資産に対応する債務額

 長期借入金 1,074百万円

（うち１年以内返済予定額

 414百万円)

 

上記の資産に対応する債務額

 長期借入金 1,399百万円

（うち１年以内返済予定額

 549百万円)

 

上記の資産に対応する債務額

 長期借入金 960百万円

（うち１年以内返済予定額

 373百万円)

 ただし、上記の債務額のう

ち507百万円については工場

財団を設定しております。

 ただし、上記の債務額のう

ち 935百万円については工場

財団を設定しております。

 ただし、上記の債務額のう

ち389百万円については工場

財団を設定しております。

  ３  偶発債務

 連結子会社以外の会社の金

融機関からの借入に対して、

次のとおり債務保証を行って

おります。

PTN CHEMICALS 
Co., Ltd. 66百万円

  ３  偶発債務

 連結子会社以外の会社の金

融機関からの借入に対して、

次のとおり債務保証を行って

おります。

PTN CHEMICALS
Co., Ltd. 69百万円

  ３  偶発債務

 連結子会社以外の会社の金

融機関からの借入に対して、

次のとおり債務保証を行って

おります。

PTN CHEMICALS 
Co., Ltd. 69百万円

――― ※４  中間連結会計期間末日の満期

   手形の会計処理については、手

   形交換日をもって決済処理して

   おります。   

   なお、当中間連結会計期間末

   日が金融機関の休日であったた

   め、次の満期手形が中間連結会

   計期間末残高に含まれておりま 

   す。 

 受取手形 392百万円

 支払手形 20百万円

―――

  



  

 
  

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

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

     2 普通株式の自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の買増しによる売却であります。 

    

  
２ 配当に関する事項 

   配当金支払額 

 
  
  

  

 
  

(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 
 
 

※１ 固定資産除却損の内訳

機械装置 15百万円

その他 5 〃

撤去費用 15 〃

 計 36百万円

 
 
 

※１ 固定資産除却損の内訳

機械装置 9百万円

その他 5 〃

撤去費用 22 〃

 計 37百万円

 
 
 

※１ 固定資産除却損の内訳

機械装置 60百万円

その他 15 〃

撤去費用 36 〃

 計 111百万円

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度 
 末株式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間 
減少株式数（千株）

 当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

 普通株式 51,428 ― ― 51,428

  合計 51,428 ― ― 51,428

自己株式

 普通株式 1,252 9 0 1,262

  合計 1,252 9 0 1,262

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日 
定時株主総会

普通株式 250 5.0 平成18年3月31日 平成18年6月29日

(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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

  現金及び現金同等物の中間決算日

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 2,789百万円

有価証券勘定 0 〃

計 2,790百万円

預入期間が３か月 
を超える定期預金

△79 〃

償還期間が３か月
を超える債券等

△ 0 〃

現金及び 
現金同等物

2,710百万円

 

  現金及び現金同等物の中間決算日

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 1,815百万円

有価証券勘定 2 〃

 計 1,818百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金

△79 〃

償還期間が３か月
を超える債券等

△2 〃

現金及び
現金同等物

1,736百万円

  現金及び現金同等物の決算日残高

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 2,384百万円

有価証券勘定 2 〃

計 2,387百万円

預入期間が３か月 
を超える定期預金

△79 〃

償還期間が３か月
を超える債券等

△2 〃

現金及び
現金同等物

2,305百万円



  

 
  

(リース取引関係)

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間決算

日残高相当額

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間決算

日残高相当額

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び決算日残

高相当額

機械装置 
(百万円)

その他 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

555 3 559

減価償却 
累計額 
相当額

310 2 313

中間決算 
日残高 
相当額

244 0 245

機械装置
(百万円)

その他 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

555 49 604

減価償却 
累計額 
相当額

373 7 381

中間決算 
日残高 
相当額

181 41 223

機械装置 
(百万円)

その他 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

555 3 559

減価償却 
累計額 
相当額

342 3 345

決算日 
残高 
相当額

213 0 213

    なお、取得価額相当額は、有

形固定資産の中間決算日残高等

に占める未経過リース料中間決

算日残高の割合が低いため、支

払利子込み法により算定してお

ります。

 

同左     なお、取得価額相当額は、有

形固定資産の決算日残高等に占

める未経過リース料決算日残高

の割合が低いため、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決算日残高

相当額

１年以内 63百万円

１年超 181 〃

 計 245百万円

２ 未経過リース料中間決算日残高

相当額

１年以内 71百万円

１年超 152 〃

 計 223百万円

２ 未経過リース料決算日残高相当

額

１年以内 63百万円

１年超 150 〃

 計 213百万円

    なお、未経過リース料中間決

算日残高相当額は、有形固定資

産の中間決算日残高等に占める

未経過リース料中間決算日残高

の割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

 

同左     なお、未経過リース料決算日

残高相当額は、有形固定資産の

決算日残高等に占める未経過リ

ース料決算日残高の割合が低い

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 31百万円

減価償却費相当額 31百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 35百万円

減価償却費相当額 35百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 63百万円

減価償却費相当額 63百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法

    リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

       

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

  （減損損失について）

   減損損失はありませんので、

項目等の記載は省略しておりま

す。

  （減損損失について）

同左

  （減損損失について）

同左



  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当 

   中間連結会計期間においては減損処理をおこなっておりません。 

  

  

 
  

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当 

   中間連結会計期間においては減損処理をおこなっておりません。 

  

  

 
  

(有価証券関係)

前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

種類
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 2,386 6,089 3,703

(2) 債券 76 76 0

計 2,462 6,165 3,703

２ 時価評価されていない主な有価証券

区分
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

非上場株式 716

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

種類
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 2,400 7,000 4,600

(2) 債券 76 76 0

計 2,476 7,076 4,600

２ 時価評価されていない主な有価証券

区分
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

非上場株式 718



  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当 

   連結会計年度においては減損処理をおこなっておりません。 

  

  

 
  

ヘッジ会計が適用されているので注記の対象から除外しており、前中間連結会計期間、当中間連結

会計期間及び前連結会計年度ともに該当事項はありません。 

前連結会計年度末(平成18年３月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

種類
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 2,393 8,231 5,838

(2) 債券 76 76 0

計 2,469 8,308 5,838

２ 時価評価されていない主な有価証券

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

非上場株式 716

(デリバティブ取引関係)



前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主な製品は次のとおりであります。 

 (1) 酸化チタン関連事業…………酸化チタン、表面処理製品、微粒子酸化チタン等 

 (2) その他化学品事業……………界面活性剤、硫酸、低分子量芳香族スルホン酸 

                無公害防錆顔料、導電性高分子酸化重合剤 

                電池セパレータ等 

 (3) その他事業……………………倉庫業及びエレクトロ・セラミックス製造販売 

３ 事業区分の変更 

   従来のセグメントは、製品の機能・用途を分類し、「汎用化学品」「機能性化学品」「営業倉庫その他」

に区分しておりましたが、マーケットニーズの機能・用途の複合化、統合化が進み、従来の方法では、企業

の実態を適正に表すことが難しくなってきましたので、前連結会計年度下半期より、当社グループが営む事

業形態により適合したセグメントに変更しております。なお、次に当中間連結会計期間の事業区分によった

前中間連結会計期間の内容を記載しております。 

  

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) 

  

 
  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

酸化チタン 
関連事業 
(百万円)

その他
化学品事業 
(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に対する
     売上高

8,181 4,504 740 13,426 ― 13,426

 (2) セグメント間の内
部売上高又は振替
高

346 1,622 796 2,765 (2,765) ―

計 8,528 6,127 1,537 16,192 (2,765) 13,426

  営業費用 7,763 6,021 1,454 15,238 (2,743) 12,495

  営業利益 765 105 82 953 (22) 931

酸化チタン 

関連事業 

(百万円)

その他 

化学品事業 

(百万円)

その他 

事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去 

又は全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に対する

    売上高
7,901 4,211 728 12,841 ― 12,841

 (2) セグメント間の内

   部売上高又は振替

   高

285 1,503 669 2,459 (2,459) ―

     計 8,187 5,714 1,398 15,300 (2,459) 12,841

  営業費用 7,593 5,533 1,288 14,415 (2,475) 11,939

  営業利益 593 180 110 885 16 901



当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主な製品は次のとおりであります。 

 (1) 酸化チタン関連事業…………酸化チタン、表面処理製品、微粒子酸化チタン、微粒子酸化亜鉛 

                              光触媒用酸化チタン等 

 (2) その他化学品事業……………界面活性剤、硫酸、低分子量芳香族スルホン酸 

                無公害防錆顔料、導電性高分子酸化重合剤 

                電池セパレータ等 

 (3) その他事業……………………倉庫業及びエレクトロ・セラミックス製造販売 

  

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主な製品は次のとおりであります。 

 (1) 酸化チタン関連事業…………酸化チタン、表面処理製品、微粒子酸化チタン等 

 (2) その他化学品事業……………界面活性剤、硫酸、低分子量芳香族スルホン酸 

                無公害防錆顔料、導電性高分子酸化重合剤 

                電池セパレータ等 

 (3) その他事業……………………倉庫業及びエレクトロ・セラミックス製造販売 

  

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度の本邦の売上高の金額は、全セグメント

の売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

  

酸化チタン 
関連事業 
(百万円)

その他
化学品事業 
(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に対する
     売上高

8,908 4,910 872 14,692 ― 14,692

 (2) セグメント間の内
部売上高又は振替
高

422 1,881 1,007 3,311 (3,311) ―

計 9,331 6,792 1,879 18,003 (3,311) 14,692

  営業費用 8,787 6,645 1,696 17,128 (3,280) 13,848

  営業利益 543 147 183 874 (30) 843

酸化チタン 
関連事業 
(百万円)

その他
化学品事業 
(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に対する
     売上高

16,832 9,251 1,526 27,610 ― 27,610

 (2) セグメント間の内
部売上高又は振替
高

752 3,322 1,837 5,912 (5,912) ―

計 17,585 12,574 3,363 33,523 (5,912) 27,610

  営業費用 16,223 12,403 3,098 31,725 (5,883) 25,842

  営業利益 1,361 170 264 1,797 (29) 1,768

【所在地別セグメント情報】



前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

  

 
(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア………マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、シンガポール等 

(2) その他の地域……ドイツ、イギリス、インド、イラン等 

  

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア………マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、シンガポール等 

(2) その他の地域……ドイツ、イギリス、インド、イラン等 

  

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア………マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、シンガポール等 

(2) その他の地域……ドイツ、イギリス、インド、イラン等 

  

【海外売上高】

台湾 東南アジア アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 425 770 325 1,113 2,635

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 13,426

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

3.2 5.7 2.4 8.3 19.6

台湾 東南アジア アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 293 1,175 320 1,141 2,931

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 14,692

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

2.0 8.0 2.2 7.8 20.0

台湾 東南アジア アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 678 1,771 751 2,125 5,328

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 27,610

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

2.5 6.4 2.7 7.7 19.3



  

 
（注）算定上の基礎 

１ １株当たりの純資産額 

 

２ １株当たり中間（当期）純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 
１ １株当たり純資産額 421.37円

 
１ １株当たり純資産額 448.33円 １ １株当たり純資産額 456.99円

２ １株当たり 
  中間純利益

10.28円
２ １株当たり
  中間純利益

11.17円
２ １株当たり 
  当期純利益

18.77円

  

 なお、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

ないため、記載しておりません。

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

ないため、記載しておりません。

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため、記載しておりません。

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） ― 22,540 ―

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
― 49 ―

（うち少数株主持分） ― （49） ―

普通株式に係る純資産額（百万円） ― 22,491 ―

普通株式の発行済株式数（千株） ― 51,428 ―

普通株式の自己株式数（千株） ― 1,262 ―

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式数（千株）
― 50,166 ―

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

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

前連結会計年度
(自  平成17年４月１日
至  平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 516 560 961

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 19

（うち利益処分による役員賞与金） ― ― （19）

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
516 560 942

期中平均株式数（千株） 50,200 50,171 50,191



  

 
  

該当事項はありません。 

(重要な後発事象)

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 平成17年11月８日の取締役会の決

議により表面処理第２工場建設工事

について、以下のとおり設備計画を

変更致しました。 

  

 投資の内容   表面処理第２工 

         場建設工事 

 着手年月    平成17年 4月 

 完了予定年月  平成18年10月 

 投資予定額   1,915百万円 

 生産能力    440ｔ／年

――― ―――

(2) 【その他】



  

２ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,256 1,237 1,923

 ２ 受取手形
※２
※４

981 1,513 1,050

 ３ 売掛金 6,132 7,271 6,698

 ４ 有価証券 0 2 2

 ５ たな卸資産 4,788 5,323 5,659

 ６ 繰延税金資産 179 168 185

 ７ その他 195 265 292

   流動資産合計 14,534 43.3 15,783 41.8 15,812 41.8

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産
※１ 
※２

  １ 建物 2,506 3,065 2,438

  ２ 機械及び装置 5,498 6,811 5,873

  ３ 土地 935 935 935

  ４ 建設仮勘定 452 394 1,087

  ５ その他 1,238 1,588 1,251

   有形固定資産合計 10,630 12,796 11,585

 (2) 無形固定資産 41 24 32

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 ※２ 6,851 7,752 8,980

  ２ その他 1,484 1,448 1,444

   投資その他の資産 
   合計

8,336 9,200 10,425

   固定資産合計 19,008 56.7 22,020 58.2 22,042 58.2

   資産合計 33,543 100.0 37,804 100.0 37,854 100.0



前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※４ 549 777 648

 ２ 買掛金 1,979 2,671 2,531

 ３ 短期借入金 ※２ 2,445 3,325 1,853

 ４ 未払法人税等 444 209 479

 ５ 賞与引当金 338 305 313

 ６ 役員賞与引当金 ― 4 ―

 ７ その他 2,105 2,998 2,887

   流動負債合計 7,863 23.4 10,291 27.3 8,713 23.0

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 2,555 2,858 3,435

 ２ 繰延税金負債 740 1,024 1,494

 ３ 退職給付引当金 1,592 1,755 1,672

 ４ 役員退職慰労引当金 240 161 265

   固定負債合計 5,127 15.3 5,800 15.3 6,867 18.2

   負債合計 12,990 38.7 16,091 42.6 15,581 41.2

(資本の部)

Ⅰ 資本金 9,855 29.4 ― ― 9,855 26.0

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 2,467 ― 2,467

 ２ その他資本剰余金 4,300 ― 4,300

   資本剰余金合計 6,767 20.2 ― ― 6,767 17.9

Ⅲ 利益剰余金

 １ 任意積立金 1,300 ― 1,300

 ２ 中間(当期)未処分 
   利益

824 ― 1,211

   利益剰余金合計 2,124 6.3 ― ― 2,511 6.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

2,202 6.6 ― ― 3,541 9.3

Ⅴ 自己株式 △398 △1.2 ― ― △403 △1.0

   資本合計 20,552 61.3 ― ― 22,273 58.8

   負債資本合計 33,543 100.0 ― ― 37,854 100.0



 

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 (1) 資本金 ― 9,855 ―

 (2) 資本剰余金

  １  資本準備金 ― 2,467 ―

   ２  その他資本剰余金 ― 4,299 ―

    資本剰余金合計 ― 6,767 ―

 (3) 利益剰余金

      その他利益剰余金

      別途積立金 ― 1,900 ―

      繰越利益剰余金 ― 811 ―

   利益剰余金合計 ― 2,711 ―

 (4) 自己株式 ― △407 ―

    株主資本合計 ― ― 18,928 50.1 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

    その他有価証券 
   評価差額金

― 2,784 ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ― 2,784 7.3 ― ―

   純資産合計 ― ― 21,712 57.4 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 37,804 100.0 ― ―

 



  

 
  

② 【中間損益計算書】

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 12,195 100.0 13,103 100.0 25,080 100.0

Ⅱ 売上原価 9,165 75.2 10,258 78.3 19,262 76.8

   売上総利益 3,029 24.8 2,844 21.7 5,817 23.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,120 17.3 2,149 16.4 4,220 16.8

   営業利益 909 7.5 695 5.3 1,596 6.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2 3 5

 ２ 受取配当金 56 69 115

 ３ その他 ※１ 56 115 0.9 77 151 1.1 140 260 1.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 48 54 100

 ２ たな卸資産評価損 22 8 27

 ３ その他 ※２ 41 112 0.9 61 123 0.9 70 198 0.8

   経常利益 912 7.5 722 5.5 1,659 6.6

Ⅵ 特別利益 ※３ ― ― 17 0.1 ― ―

Ⅶ 特別損失 ※４ 69 0.6 59 0.4 161 0.6

   税引前中間(当期) 
   純利益

843 6.9 680 5.2 1,497 6.0

   法人税、住民税 
   及び事業税

426 189 729

   法人税等調整額 △82 343 2.8 25 214 1.6 △118 611 2.5

   中間(当期)純利益 499 4.1 466 3.6 886 3.5

   前期繰越利益 325 ― 325

   中間(当期)未処分 
   利益

824 ― 1,211



当中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

   

③ 【中間株主資本等変動計算書】

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 9,855 2,467 4,300

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 役員賞与

 中間純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分 △0

 別途積立金の積立

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― △0

平成18年９月30日残高(百万円) 9,855 2,467 4,299

株主資本

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 1,300 1,211 △403 18,731

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △250 △250

 役員賞与 △15 △15

 中間純利益 466 466

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 0 0

 別途積立金の積立 600 △600 ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

600 △399 △3 196

平成18年９月30日残高(百万円) 1,900 811 △407 18,928

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金

平成18年３月31日残高(百万円) 3,541 22,273

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △250

 役員賞与 △15

 中間純利益 466

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 0

 別途積立金の積立 ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△757 △757

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△757 △560

平成18年９月30日残高(百万円) 2,784 21,712



  

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及び  

  評価方法

(1) 有価証券

 ① 子会社株式及び関連

   会社株式

     移動平均法による

    原価法

 ② その他有価証券

   時価のあるもの

中間会計期間末の 

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）

(1) 有価証券

 ① 子会社株式及び関連

   会社株式

同左

 

 ② その他有価証券

   時価のあるもの

中間会計期間末の 

市場価格等に基づ

く時価法（評価差

額は全部純資産直

入法により処理し、

売却原価は移動平

均法により算定）

(1) 有価証券

 ① 子会社株式及び関連

   会社株式

同左

   

 ② その他有価証券

  時価のあるもの

事業年度末の市場 

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

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

(2) たな卸資産

移動平均法による

    原価法

(2) たな卸資産

同左

(2) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償却

  の方法

(1) 有形固定資産

定率法によってお

ります。

ただし、平成10年

４月１日以降に取得

した建物(建物附属設

備は除く)について

は、定額法によって

おります。

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

定額法によってお

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)

に基づく定額法によ

っております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

均等償却によって

おります。

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左

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

見込額を計上する方

法によっておりま

す。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左



項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(2) 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)     ――― (3) 役員賞与引当金

役員に対して支給

する賞与の支出に充

てるため、当中間会

計期間に見合う分を

計上しております。 

(3)     ―――

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付

に備えるため、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、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。

会計基準変更時差

異(1,222百万円)につ

いては10年による按

分額を費用処理して

おります。

数理計算上の差異

については、各事業

年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

(10年)による按分額

をそれぞれ発生の翌

事業年度より費用処

理しております。

(4) 退職給付引当金

同左

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付

に備えるため、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

計上しております。

会計基準変更時差

異(1,222百万円)につ

いては10年による按

分額を費用処理して

おります。

数理計算上の差異

については、各事業

年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

(10年)による按分額

をそれぞれ発生の翌

事業年度より費用処

理しております。

(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金

の支出に備えるた
め、役員退職慰労金
規程に基づく中間会
計期間末要支給額を
計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金
同左

(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金

の支出に備えるた
め、役員退職慰労金
規程に基づく事業年
度末要支給額を計上
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、中間会計期間末の直
物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益
として処理しておりま
す。

同左  外貨建金銭債権債務
は、事業年度末の直物為
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。 

同左 同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

６ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法
金利スワップにつ

いては、特例処理の
要件を満たすため、
特例処理によってお
ります。

① ヘッジ会計の方法
同左

① ヘッジ会計の方法
同左

② ヘッジ手段とヘッジ
対象

   ヘッジ手段
    金利スワップ
   ヘッジ対象

  特定借入金の
  支払金利

② ヘッジ手段とヘッジ
対象

同左

② ヘッジ手段とヘッジ
対象

同左

③ ヘッジ方針
金利変動による支

払金利の増加リスク
を減殺する目的で行
っております。

③ ヘッジ方針
同左

③ ヘッジ方針
同左

④ ヘッジ有効性評価の
方法
金利スワップの特

例処理の要件を満た
しており、その判定
をもって有効性の判
定に代えておりま
す。(中間会計期間末
における有効性の評
価を省略しておりま
す。)

④ ヘッジ有効性評価の
方法

同左

④ ヘッジ有効性評価の
方法
金利スワップの特

例処理の要件を満た
しており、その判定
をもって有効性の判
定に代えておりま
す。(事業年度末にお
ける有効性の評価を
省略しております。)

７ その他中間財務諸表
 （財務諸表）作成のた
  めの基本となる重要
  な事項

消費税等の会計処理 
 消費税及び地方消費税
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



  

 
  

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

―――

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）    

  当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。   

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、21,712百万円でありま

す。   

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

（役員賞与に関する会計基準）   

  当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

第４号 平成17年11月29日）を適用

しております。 

  これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ４

百万円減少しております

―――



  

 

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却

      累計額

39,485百万円

※１ 有形固定資産の減価償却

      累計額

40,689百万円

※１ 有形固定資産の減価償却

      累計額

39,947百万円

 

※２ 担保資産

  工場財団抵当分

  建物 2,314百万円

  構築物 785 〃

  機械及び装置 5,498 〃

  土地 414 〃

   計 9,013百万円
 

※２ 担保資産

  工場財団抵当分

  建物 2,340百万円

  構築物 895 〃

  機械及び装置 6,057 〃

  土地 414 〃

   計 9,708百万円

※２ 担保資産

  工場財団抵当分

  建物 2,254百万円

  構築物 746 〃

  機械及び装置 5,873 〃

  土地 414 〃

   計 9,289百万円

 

上記の資産に対応する債務額

 長期借入金 3,811百万円

（うち１年以内返済予定額

 1,574百万円） 

 

上記の資産に対応する債務額

 長期借入金 4,023百万円

（うち１年以内返済予定額

 1,452百万円） 

 

上記の資産に対応する債務額

 長期借入金 4,819百万円

（うち１年以内返済予定額

 1,722百万円） 

 

  工場財団抵当分以外

  受取手形 200百万円

  投資有価証券 699 〃

  建物 137 〃

  土地 2 〃

   計 1,039百万円
 

  工場財団抵当分以外

  受取手形 339百万円

  投資有価証券 876 〃

  建物 130 〃

  土地 2 〃

   計 1,348百万円

  工場財団抵当分以外

  受取手形 200百万円

  投資有価証券 1,058 〃

  建物 133 〃

  土地 2 〃

   計 1,394百万円

 

上記の資産に対応する債務額

 長期借入金 902百万円

（うち１年以内返済予定額

 340百万円） 

 

上記の資産に対応する債務額

 長期借入金 1,301百万円

（うち１年以内返済予定額

 501百万円） 

 

上記の資産に対応する債務額

 長期借入金 825百万円

（うち１年以内返済予定額

 315百万円） 

 ただし、上記の債務額のう

ち507百万円については工場

財団を設定しております。

 ただし、上記の債務額のう

ち935百万円については工場

財団を設定しております。

 ただし、上記の債務額のう

ち389百万円については工場

財団を設定しております。

 

 ３ 偶発債務

    金融機関からの借入金に対

   する債務保証

PTN CHEMICALS  

Co., Ltd.
66百万円

TAYCA(Thailand） 

Co., Ltd.
522 〃

 計 589百万円
 

 ３ 偶発債務

    金融機関からの借入金に対

   する債務保証

PTN CHEMICALS  

Co., Ltd.
69百万円

TAYCA(Thailand） 

Co., Ltd.
246 〃

 計 316百万円
 

 ３ 偶発債務

    金融機関からの借入金に対

   する債務保証

PTN CHEMICALS  

Co., Ltd.
69百万円

TAYCA(Thailand） 

Co., Ltd.
304 〃

 計 373百万円

―――

 

 
 

※４ 中間会計期間末日の満期手形

  の会計処理については、手形交

   換日をもって決済処理しており

   ます。    

    なお、当中間会計期間末日が

   金融機関の休日であったため、

   次の満期手形が当中間会計期間 

   末残高に含まれております。

 受取手形 392百万円

 支払手形 20百万円

―――

 

 ５ 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

ています。

 ５ 消費税等の取扱い

同左

 

―――

 



  

 
  

  
  

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式に関する事項 
  

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

     2 普通株式の自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の買増しによる売却であります。 

   

   

   

    

  

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 営業外収益その他の主たる

   内訳

不動産賃貸料 18百万円
 

※１ 営業外収益その他の主たる

   内訳

不動産賃貸料 19百万円
 

※１ 営業外収益その他の主たる

   内訳

不動産賃貸料 36百万円

※２ 営業外費用その他の主たる

   内訳

不動産賃借料 12百万円

※２ 営業外費用その他の主たる

   内訳

不動産賃借料 12百万円

※２ 営業外費用その他の主たる

   内訳

不動産賃借料 24百万円

―――

 

※３ 特別利益の主たる内訳

過年度損益修正益 17百万円

―――

※４ 特別損失の主たる内訳

      固定資産除却損

※４ 特別損失の主たる内訳

      固定資産除却損

※４ 特別損失の主たる内訳

      固定資産除却損

 

 機械装置 15百万円

 その他 5 〃

 撤去費用 48 〃

  計 69百万円
 

 機械装置 9百万円

 その他 3 〃

 撤去費用 44 〃

  計 57百万円
 

 機械装置 60百万円

 その他 15 〃

 撤去費用 86 〃

  計 161百万円

 

  ５ 減価償却実施額

有形固定資産 798百万円

無形固定資産 13百万円
 

  ５ 減価償却実施額

有形固定資産 877百万円

無形固定資産 8百万円
 

  ５ 減価償却実施額

有形固定資産 1,760百万円

無形固定資産 27百万円

(中間株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末 
 株式数（千株）

  当中間会計期間
  増加株式数（千株）

 当中間会計期間
  減少株式数（千株）

   当中間会計期間末
   株式数（千株）

自己株式

 普通株式 1,252 9 0 1,262

  合計 1,252 9 0 1,262



  

 
  

(リース取引関係)

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

会計期間末残高相当額

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

会計期間末残高相当額

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び事業

年度末残高相当額
機械及び装置 

(百万円)

取得価額 
相当額

542

減価償却 
累計額 
相当額

301

中間会計 
期間末残高 
相当額

240

機械及び装置 
(百万円)

取得価額 
相当額

542

減価償却 
累計額 
相当額

362

中間会計 
期間末残高 
相当額

180

機械及び装置 
(百万円)

取得価額 
相当額

542

減価償却 
累計額 
相当額

332

事業年度 
末残高 
相当額

210

  

    なお、取得価額相当額は、有

形固定資産の中間会計期間末残

高等に占める未経過リース料中

間会計期間末残高の割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

 

同左

  

    なお、取得価額相当額は、有

形固定資産の事業年度末残高等

に占める未経過リース料事業年

度末残高の割合が低いため、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会計期間末

残高相当額

１年以内 60百万円

１年超 180 〃

 計 240百万円

２ 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額

１年以内 60百万円

１年超 120 〃

 計 180百万円

２ 未経過リース料事業年度末残高

相当額

１年以内 60百万円

１年超 150 〃

 計 210百万円

  

    なお、未経過リース料中間会

計期間末残高相当額は、有形固

定資産の中間会計期間末残高等

に占める未経過リース料中間会

計期間末残高の割合が低いた

め、支払利子込み法により算定

しております。

 

同左

 

    なお、未経過リース料事業年

度末残高相当額は、有形固定資

産の事業年度末残高等に占める

未経過リース料事業年度末残高

の割合が低いため、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 30百万円

減価償却費相当額 30百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 30百万円

減価償却費相当額 30百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 60百万円

減価償却費相当額 60百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法

    リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

 

４ 減価償却費相当額の算定方法

              同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法

              同左

  （減損損失について）

   減損損失はありませんので、

項目等の記載は省略しておりま

す。

  （減損損失について）

              同左 

   

  （減損損失について）

              同左 



  

 
  

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

  

 
  

  

(有価証券関係)

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。

同左 同左

(１株当たり情報)

(重要な後発事象)

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 平成17年11月８日の取締役会の決

議により表面処理第２工場建設工事

について、以下のとおり設備計画を

変更致しました。 

  

 投資の内容   表面処理第２工 

         場建設工事 

 着手年月    平成17年 4月 

 完了予定年月  平成18年10月 

 投資予定額   1,915百万円 

 生産能力    440ｔ／年

――― ―――



該当事項はありません。 

(2) 【その他】



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

  

 
  

  

第６ 【提出会社の参考情報】

有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度
(第140期)

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

平成18年６月30日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



 

  

平成17年12月22日

テイカ株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

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

るテイカ株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成

17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行っ

た。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、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、テイカ株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  

追記情報 

セグメント情報に記載のとおり、会社は前連結会計年度下半期より事業区分の変更を行ったため、その変

更後の区分により事業の種類別セグメント情報を作成している。 

また重要な後発事象に記載のとおり、会社は表面処理第２工場建設工事について、平成17年11月８日に設

備計画を変更している。 
  

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 
  

 
  

独立監査人の中間監査報告書

大石麻瑳央公認会計士事務所

  公認会計士   大  石  麻 瑳 央 ㊞

北浜公認会計士共同事務所

  公認会計士    岩  田     渉   ㊞

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

社)が別途保管しております。



 

  

平成18年12月22日

テイカ株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

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

るテイカ株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、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、テイカ株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」及び「役員賞与に関する会計基準」を適用しているため、当該会計基準に

より中間連結財務諸表を作成している。 

  

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 
  

 
  

独立監査人の中間監査報告書

大石麻瑳央公認会計士事務所

  公認会計士   大  石  麻 瑳 央 ㊞

北浜公認会計士共同事務所

  公認会計士    岩  田     渉   ㊞

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

社)が別途保管しております。



 

  

平成17年12月22日

テイカ株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

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

るテイカ株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第140期事業年度の中間会計期間(平成17

年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、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、テイカ株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 
  

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は表面処理第２工場建設工事について、平成17年11月８日に設備計

画を変更している。 
  
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 
  

 
  

独立監査人の中間監査報告書

大石麻瑳央公認会計士事務所

  公認会計士   大  石  麻 瑳 央 ㊞

北浜公認会計士共同事務所

  公認会計士    岩  田     渉   ㊞

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

社)が別途保管しております。



 

  

平成18年12月22日

テイカ株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

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

るテイカ株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第141期事業年度の中間会計期間(平成18

年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書

及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、

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、テイカ株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

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

る。 
  

追記情報 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」及び「役員賞与に関する会計基準」を適用しているため、当該会計基準により

中間財務諸表を作成している。 

  

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 
  

 
  

独立監査人の中間監査報告書

大石麻瑳央公認会計士事務所

  公認会計士   大  石  麻 瑳 央 ㊞

北浜公認会計士共同事務所

  公認会計士    岩  田     渉   ㊞

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

社)が別途保管しております。


