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１．18年２月中間期の連結業績（平成17年９月１日～平成18年２月28日） 

(1) 連結経営成績                （記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年２月中間期 
17年２月中間期 

百万円   ％ 
4,134     （ 14.0） 
3,627   （△3.8） 

百万円   ％ 
 133    （－） 

3    （－） 

百万円   ％ 
145    （－） 
5    （－） 

17年８月期 7,940        200        211        
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
18年２月中間期 
17年２月中間期 

百万円   ％ 
12   （△53.3） 
25  （  －  ） 

円   銭 
2   40  
5   14  

円   銭 
       
       

17年８月期 142        27   29         

(注)①持分法投資損益 18年２月中間期  0百万円  17年２月中間期   0百万円  17年８月期  0百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年２月中間期5,022,000株 17年２月中間期5,022,000株 17年８月期5,022,000株 

③会計処理の方法の変更 無 

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
 
18年２月中間期 
17年２月中間期 

百万円 
11,623    
11,297    

百万円 
8,253    
8,090    

％ 
71.0  
71.6  

円   銭 
1,643      45  
1,611   10  

17年８月期 11,566    8,229    71.2  1,637   70  

(注)期末発行済株式数(連結) 18年２月中間期5,022,000株 17年２月中間期5,022,000株 17年８月期5,022,000株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
18年２月中間期 
17年２月中間期 

百万円 
256    
272    

百万円 
△172    
△141    

百万円 
△91    
△66    

百万円 
2,226    
2,161   

17年８月期 568    △288    △166    2,216    
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   ９社   持分法適用非連結子会社数   －社   持分法適用関連会社数   １社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   １社   (除外)   －社    持分法 (新規)   －社   (除外)   －社 
 
２．18年８月期の連結業績予想（平成17年９月１日～平成18年８月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
百万円 

       8,500    
百万円 

400    
百万円 

130    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   25 円  55 銭 

  
(注)上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

今後の様々な要因によって予想値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、連結添
付資料７頁をご参照ください。 
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企 業 集 団 の 状 況 

 
当社の企業集団は、㈱エッチ･ケー･エス(当社)および子会社９社、関連会社４社より構成されており、自

動車等の関連部品の製造、販売ならびにエンジンの製造、販売を主な内容とし、さらに各事業に関連する研

究およびその他サービス等の事業を展開しております。 

当社が製品の製造を行い、国内販売は当社、㈱エッチ ケー エス 北海道サービス、㈱エッチ・ケー・エス 

テクニカルファクトリー、㈱エッチ･ケー･エス関西サービスおよび㈱エッチ･ケー･エス九州サービスが、海

外販売はＨＫＳ ＵＳＡ,ＩＮＣ．、ＨＫＳ ＥＵＲＯＰＥ ＬＩＭＩＴＥＤ、ＨＫＳ(Ｔｈａｉｌａｎｄ)Ｃｏ.,

Ｌｔｄ.およびＨＫＳ ＳＰ Ｌｔｄが行っております。また、ＬＩＦＥＣＡＲＥ ＭＯＢＩＬＩＴＹ，ＩＮＣ．

は海外において福祉車両部品の販売を、㈱エッチ･ケー･エス アビエーションは超軽量小型飛行機用エンジン

の販売を、日生工業㈱は自動車メーカーの部品の製造を、㈱エス・イー・エムは電子関連製品の製造を行っ

ております。ＨＫＳ－ＩＴ Ｃｏ.,Ｌｔｄ．はＨＫＳ(Ｔｈａｉｌａｎｄ)Ｃｏ.,Ｌｔｄ.の持株会社でありま

す。 

以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。 

 

 

子 会 社 
㈱

エ

ッ

チ

・

ケ

ー

・

エ

ス

 

※ 日 生 工 業 ㈱ 

 

※ H K S  U S A ,  I N C . 

※ H K S  E U R O P E  L I M I T E D 

※ L I F E C A R E  M O B I L I T Y , I N C . 

※ H K S ( T h a i l a n d ) C o . , L t d . 

※ H K S  S P  L t d 

○ H K S - I T  C o . , L t d . 

国 内 海 外 

関 連 会 社 

※連結対象子会社  ○持分法適用関連会社 

 

※ ㈱エッチ ケー エス 北海道サービス 
 

※ ㈱エッチ･ケー･エス テクニカルファクトリー 
 

※ ㈱エッチ･ケー･エス アビエーション 

 ㈱エッチ・ケー・エス関西サービス  

 ㈱エッチ・ケー・エス九州サービス 

 

 ㈱ エ ス ・ イ ー ・ エ ム 

投 資 
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経 営 方 針 

 
１．会社の経営の基本方針 

 当社は、「感性に訴える こだわりのもの造りを通じて お客様のライフスタイルを より個性豊か

なものに演出する事に 挑戦し続ける。」との企業理念に基づき、つぎの５項目を経営方針としておりま

す。 

①お客様の立場で行動する。 

②全ての品質を向上する。 

③世界的視野で行動する。 

④市場は自ら創造する。 

⑤環境との調和を図る。 

   

２．会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、配当金につきましては、

継続的な安定配当を基本とし、業績および配当性向等を総合的に勘案して決定しております。 

また、内部留保資金につきましては、長期安定的な経営基盤の確立に向けて、研究開発投資や生産・

販売体制の整備および新規事業分野の展開に活用してまいります。 

なお、当期の配当金につきましては、現況の決算の状況に鑑みて、１株当たり５円増配し、１株当た

り１０円とさせていただく予定であります。 

 

３．投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

 当社は、株式の流動性の向上および投資家層の拡大が重要な課題であると認識しており、株価の動向

や株式市場の要請等を勘案して、必要に応じて、投資単位の引き下げを検討してまいります。 

 

４．中長期的な会社の経営戦略 

当社は、平成 16 年に策定した中長期プラン『Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ １００』のもとで毎年３ヶ年計画

のローリングを行い、長期安定的な経営基盤の確立に向けた各種施策を展開しております。 

（『Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ １００』の１００は、「連結売上高１００億円」、「お客様満足度１００％」、

「品質１００％」の目標をあらわすものです。） 

 

中期３ヶ年計画に掲げる主な課題および施策は次のとおりであります。 

(1)安定的な事業基盤の確立 

経営資源を強化・集中し、なかでも既存事業の収益力を回復かつ高めることにより、長期的かつ

安定した収益体質を構築いたします。 

主力である国内向けのアフターパーツ事業では、①お客様のニーズに合った商品の提供、②商品

群ごとの製販技一貫体制の構築、③製造コスト低減による商品力の強化に注力してまいります。 

また、ＨＫＳブランドを更に高めていくために、信頼される商品づくりに向けた品質向上活動に

注力してまいります。 

(2)海外市場の拡大 

マーケットの特性に合った商品開発を強化し、米国市場を中心とした売上の拡大を進めてまい

ります。 

欧州市場およびアジア市場においては、営業体制を強化し、事業規模の拡大を推進いたします。 

(3)新規事業の収益貢献の早期化 

当社における商品事業としての最低規模である、２億円を超える売上高の達成に向けた施策を

推進してまいります。 

 

５．目標とする経営指標 

新３ヶ年計画（平成 18 年８月期～平成 20 年８月期）においては、最終年度となる平成 20 年８月期の

単体売上高 79 億円、経常利益４億円を目標としております。    
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６．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況、並びに内部管理体制の整

備・運用状況 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

当社は、株主・投資家の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等から信頼される事業

活動を行うことにより、企業価値を高めていくことを目的として、実効性と透明性の高い経営体制の

実現を目指しています。 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

(1)会社の機関および内部統制システムの状況 

当社のコーポレート・ガバナンス体制および内部統制体制の模式図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)会社の機関の内容 

①取締役・取締役会 

当社の取締役は、平成 18 年２月 28 日現在で６名であり社外取締役はおりません。原則として

月１回の取締役会を開催し、経営方針等の意思決定および業務執行の監督を行っております。 

②監査役・監査役会 

当社は監査役制度を採用しており、監査役３名（うち社外監査役２名）の構成となっておりま

す。 

月１回監査役会を開催するほか、常勤監査役は取締役会および会社の重要な意思決定を審議す

る各種会議に出席し、経営の執行が適正に行われているかを監視するとともに、監査役会で決定

した年度監査計画に基づいて業務監査を実施しております。 

③内部監査室 

代表取締役の直轄機関として内部監査室を設置して、当社の経営諸活動全般にわたる監査を実

施しております。 

また、監査役との連携を行うことにより、監査効率の向上をはかっております。 

(3)当社と当社の社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

当社の社外監査役である小泉淳三氏は当社発行済株式総数の 0.28％を、塩川修治氏は当社発行済

株式総数の 0.39％を保有しております。また、塩川修治氏が経営する塩川内外特許事務所に特許出

願等の業務委託を行っておりますが、取引価格等につきましては一般的取引条件によっております。 

株 主 総 会

取 締 役 会 会計監査人監 査 役 会

代 表 取 締 役

担 当 取 締 役

各 部 ・ グ ル ー プ 会 社

ＣＳＲ委員会

報告監査

報告

選任・解任 選任・解任 選任・解任

報告

選任・解任
監督

指示

監査 監査

連携

災害対策本部

報告方針指示

内部監査室

監査

株 主 総 会

取 締 役 会 会計監査人監 査 役 会

代 表 取 締 役

担 当 取 締 役

各 部 ・ グ ル ー プ 会 社

ＣＳＲ委員会

報告監査

報告

選任・解任 選任・解任 選任・解任

報告

選任・解任
監督

指示

監査 監査

連携

災害対策本部

報告方針指示

内部監査室

監査
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(4)リスク管理体制の整備の状況 

当社を取り巻く各種のリスクに機動的に対応するため、コンプライアンス、企業倫理、ＩＲ、環

境保護をはじめとする企業の社会的責任全般について統括する組織として、常務取締役を委員長と

するＣＳＲ委員会を設置しております。 

業務執行の過程で発生するリスクに関しては業務部門ごとにリスク管理体制を敷いているとと

もに、突発的かつ重大な事故・災害に対しては災害対策本部を設置して対策を行うこととしており

ます。 

労働災害を未然に防止し、従業員の職場における安全と健康を確保するためには、安全衛生委員

会を設置して日常的な活動を推進しています。 

コンプライアンスを推進するためには、倫理委員会で定めた「倫理行動規範」を従業員に対して

教育・啓蒙することにより、会社の社会的責任と法令遵守の徹底をはかっております。 

個人情報の保護については、個人情報の取り扱いに関する規程を定め、情報漏洩等の事故防止を

はかっております。 

(5)会計監査の状況 

会計監査については監査法人トーマツを選任しております。監査役、内部監査室、および監査法

人は、必要に応じて随時情報の交換を行うことにより相互の連携を高めております。 

・業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人 

指定社員・業務執行社員  浅野 裕史  監査法人トーマツ  

指定社員・業務執行社員  深沢 烈光  監査法人トーマツ  

・監査業務に関わる補助者の構成 

公認会計士２名  公認会計士補４名 

 

７．親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 
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経 営 成 績 お よ び 財 政 状 況 
 

１．経営成績 

(1)当中間期の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績の好調さや雇用・所得環境が改善したことによ

り、設備投資と個人消費が堅調に推移し、成長ペースが加速しました。海外においては、米国では雇用

の改善により景気が堅調に推移し、英国では消費を中心に景気が小幅に改善しました。またタイ国では、

緩やかに景気が回復しました。 

このような状況のもと、日本国内においては、エンジン関連商品とサスペンションの販売が好調に推

移し、アフターパーツの売上高が前年同期実績を上回るとともに、自動車メーカー向けの部品売上が増

加したことにより、国内売上高が前年同期比で増加しました。また、海外においては、米国および英国

における販売は前年同期とほぼ横ばいとなりましたが、タイ国を拠点としたアジア諸国向けの販売が伸

長しました。 

この結果、当中間連結会計期間における売上高は 4,134 百万円（前年同期比 14.0％増加）となりまし

た。 

営業利益は、増販を目的とした積極的な販売促進費・広告宣伝費の投下や、英国における社屋移転に

よる費用の増加により販売費及び一般管理費が増加しましたが、売上高の増加により売上総利益が増加

したため、133 百万円（前年同期比 129 百万円増加）となりました。 

その結果、経常利益は 145 百万円（前年同期比 140 百万円増加）となりましたが、当中間期から「固

定資産の減損に係る会計基準」の適用を開始したことに伴い、子会社である㈱エッチ ケー エス 北海道

サービスの保有する固定資産につき減損損失を計上したことにより、中間純利益は 12 百万円（前年同期

比 53.3％減少）となりました。 

  

所在地セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（日本） 

 売上高は、エンジン関連商品とサスペンションの販売が好調に推移し、アフターパーツの売上高

が対前年同期比で増加に転じたとともに、受託開発研究売上や自動車メーカー向けの部品売上が増

加したことにより、3,615 百万円と前年同期に比べて 402 百万円の増加となりました。 

営業利益は、売上高増加に伴う売上総利益の増加と、収益貢献度の高い受託開発研究売上の増加

による売上総利益率の向上により、219百万円と前年同期に比べて197百万円の増加となりました。 

 

（北米） 

 売上高は、パフォーマンス部品の販売、福祉車両用部品の販売がともにほぼ横ばいで推移し、564

百万円と前年同期に比べて５百万円の増加となりました。 

営業利益は、市場競争激化に伴い販売促進費、広告宣伝費を積極的に投下した結果、22 百万円の

営業損失と前年同期に比べて 46 百万円の減少となりました。 

 

（ヨーロッパ） 

売上高は、レーシングサポート売上が減少したことにより、274 百万円と前年同期に比べて 14 百

万円の減少となりました。 

営業利益は、売上高の減少に加えて社屋移転による費用の増加により、20 百万円と前年同期に比

べて 36 百万円の減少となりました。 

 

（アジア） 

 タイ国を拠点とした周辺諸国への輸出売上が伸長し、売上高は 189 百万円と前年同期に比べて 69

百万円の増加となりました。 

営業利益は、売上高増加に伴う売上総利益の増加により、24 百万円と前年同期に比べて９百万円

の増加となりました。 



－7－ 

 

(2)通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、日本国内では民間需要と輸出がバランス良く改善しており、今後も息

の長い景気拡大が続くことが予想され、米国では住宅需要の減速が予想されるものの、堅調な設備投資

と雇用・所得環境の改善により安定的な経済成長が予想されます。また、英国では景気の停滞が予想さ

れ、タイ国では政局混乱の影響が懸念されます。 

当社グループ事業の主力となるアフターパーツ市場は、国内・海外ともに厳しい市場競争が続いてお

ります。 

 当社グループは、当期を長期安定的な配当可能利益の確保に向けた「経営基盤の確立の年」と位置づ

けており、当期における売上の拡大と製造コストの低減に向けた諸施策と、次期以降を見据えた活動を

併せて推進してまいります。 

平成 18 年８月期は、売上高 8,500 百万円（前期比 7.0％増加）、営業利益 370 百万円（前期比 84.2％

増加）、経常利益 400 百万円（前期比 88.9％増加）、当期純利益 130 百万円（前期比 8.5％減少）を予定

しております。 

 なお、上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、リスクや不確

実性を含んでおります。実際の業績は、経済情勢、為替変動等の様々な要素により、業績見通しとは異

なる可能性があります。 

 

２．財政状態 

営業活動によるキャッシュ・フローは 256 百万円となりました。当中間期における税金等調整前中間

純利益は 78 百万円、減価償却費は 218 百万円となりました。その他のキャッシュ・フロー変動要因とし

ては、減損損失 67 百万円があります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは△172 百万円となりました。これは主に、有形固定資産取得に

よるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは△91 百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済によ

るものです。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は前期末に比べて９百万円増加し、2,226 百万円

となりました。 

 

当社のグループのキャッシュ･フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成15年８月期 平成16年８月期 平成17年８月期 平成18年２月期 

株主資本比率（％） 72.6 72.2 71.2 71.1 

時価ベースの株主資本比率（％） 16.3 15.9 24.7 38.9 

債務償還年数（年） 8.8 2.1 2.1 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 7.4 37.1 29.1 28.5 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（中間期は開示しておりません。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

※ 営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」お

よび「利息の支払額」を用いております。 
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３．事業等のリスク 

中間決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以

下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当中間期末現在において当社グ

ループが判断したものであります。 

(1)市場における競争 

当社グループは、アフターパーツの総合メーカーとしての高いブランド力を背景にした事業を展開し

ておりますが、個々の製品分野ごとに競合他社が存在しており、厳しい競争にさらされております。ま

た近年は、自動車メーカーがアフターパーツ市場にも積極的な姿勢を示しており、更に競争が激化する

可能性があります。当社は、お客様のニーズを敏感にとらえ、魅力ある製品をタイムリーに提供するこ

とにより、ブランド力の維持・向上をはかっておりますが、これができない場合には、売上高および販

売シェアが減少するリスクがあります。また、急激に価格競争が進んだ場合には、利益率の低下を引き

起こすリスクがあります。 

(2)自動車メーカーの商品戦略 

当社グループは、自動車メーカーの販売する自動車に取り付けるパーツの販売を主体とした事業を行

っているため、自動車メーカーの展開する商品カテゴリーの変化により、当社グループのユーザー層が

変化することがあります。近年は、当社グループの得意とするスポーツカーのカテゴリーが減少し、ミ

ニバン・ワゴン・軽自動車が増加していることにより、販売モデルや価格帯が変化し売上高が減少しま

した。このように、自動車メーカーが商品戦略を急激かつ大規模に変化させた場合、当社グループの業

績と財務状況に悪影響を及ぼすリスクがあります。 

(3)地震等自然災害による影響 

地震、噴火等の自然災害の発生により、当社グループの生産拠点が損害を受ける可能性があります。

当社の生産拠点は富士宮市に集中しているため、予想される東海地震が発生した場合、施設の損害や復

旧費用のほかに、生産活動ができなくなることにより事業活動に障害または遅延をきたす可能性があり

ます。大規模または長期間の障害または遅延が発生した場合、当社グループの業績と財務状況に悪影響

が及ぶリスクがあります。 

(4)為替の変動 

当社グループは、米国、英国、タイ国に販売拠点を設けて事業活動を行っておりますが、海外で販売

している商品の大半が日本国内で生産され輸出されております。当社グループでは為替ヘッジ取引を行

い、円と取引外貨間の為替レート変動による悪影響を最小限にとどめる努力をしておりますが、急激か

つ大幅な円高が発生した場合には、海外における価格競争力を失い、当社グループの業績と財務状況に

悪影響が及ぶリスクがあります。 

(5)環境その他の規制 

当社グループは、事業活動を行っているそれぞれの国において、安全性、騒音、排気ガス等の環境規

制、その他の法規制を受けております。法律の改正により、当社グループの費用負担が大幅に増加する

リスクがあります。 

(6)顧客企業の変化 

当社グループは、当社グループの営業所を通して販売活動を行っているとともに、量販店に対する販

売や自動車メーカーに対しての部品・技術の供給を行っています。これらの自動車メーカーや大手量販

店に対する売上は、当社グループが管理できない要因により影響を受けることがあります。 
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中 間 連 結 財 務 諸 表 等 

(1）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

 
（平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間末 
 

（平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        
   

Ⅰ 流動資産        
 

  

１．現金及び預金   2,161,590   2,226,463   2,216,825  

２．受取手形及び売掛金   955,006   1,175,029   1,273,812  

３．たな卸資産   2,076,927   2,209,034   1,990,066  

４．その他   225,622   267,204   313,034  

貸倒引当金   △53,547   △43,756   △61,352  

流動資産合計   5,365,598 47.5  5,833,974 50.2  5,732,386 49.6 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※1,2 2,028,823   1,961,144   1,970,421   

(2）機械装置及び運搬具 ※1,2 798,460   794,500   819,913   

(3）土地 ※２ 2,072,890   2,013,517   2,076,575   

(4）建設仮勘定  3,212   36,919   7,128   

(5）その他 ※1,2 171,532 5,074,917  195,486 5,001,567  172,004 5,046,043  

２．無形固定資産   131,830   98,272   117,961  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  64,405   86,660   67,622   

(2）その他  744,313   726,833   711,258   

貸倒引当金  △83,747 724,971  △123,691 689,802  △108,928 669,952  

固定資産合計   5,931,719 52.5  5,789,642 49.8  5,833,958 50.4 

資産合計   11,297,318 100.0  11,623,616 100.0  11,566,344 100.0 

           

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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前中間連結会計期間末 

 
（平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間末 
 

（平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        
   

Ⅰ 流動負債        
 

  

１．支払手形及び買掛金   919,788   1,111,792   1,054,831  

２．短期借入金 ※２  417,220   458,534   423,824  

３．未払法人税等   71,936   79,315   87,972  

４．賞与引当金   71,714   75,794   93,334  

５．その他   571,565   639,748   606,185  

流動負債合計   2,052,225 18.2  2,365,184 20.3  2,266,147 19.6 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２  858,547   669,052   759,966  

２．退職給付引当金   160,051   173,986   161,960  

３．役員退職慰労引当金   112,620   121,490   116,890  

４．その他   2,125   －   1,106  

固定負債合計   1,133,344 10.0  964,528 8.3  1,039,922 9.0 

負債合計   3,185,570 28.2  3,329,713 28.6  3,306,070 28.6 

（少数株主持分）           

少数株主持分   20,790 0.2  40,489 0.4  30,767 0.2 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   878,750 7.8  878,750 7.6  878,750 7.6 

Ⅱ 資本剰余金   963,000 8.5  963,000 8.3  963,000 8.3 

Ⅲ 利益剰余金   6,429,575 56.9  6,527,737 56.2  6,545,784 56.6 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  5,956 0.0  17,794 0.1  7,710 0.1 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △13,969 △0.1  38,487 0.3  6,616 0.1 

Ⅵ 自己株式   △172,355 △1.5  △172,355 △1.5  △172,355 △1.5 

資本合計   8,090,957 71.6  8,253,413 71.0  8,229,506 71.2 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  11,297,318 100.0  11,623,616 100.0  11,566,344 100.0 

           

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 

 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％） 

Ⅰ 売上高   3,627,735 100.0  4,134,640 100.0  7,940,746 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,050,482 56.5  2,353,524 56.9  4,491,843 56.6 

売上総利益   1,577,252 43.5  1,781,115 43.1  3,448,902 43.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費           

１．広告宣伝費  152,760   149,672   257,450   

２．貸倒引当金繰入額  7,105   －   40,844   

３．給与手当  536,653   549,247   1,088,212   

４．賞与引当金繰入額  44,976   49,878   54,833   

５．退職給付費用  9,334   15,325   18,195   

６．役員退職慰労引当金繰入額  4,600   4,600   8,870   

７．減価償却費  102,031   104,776   212,336   

８．その他  715,945 1,573,407 43.4 774,283 1,647,783 39.9 1,567,264 3,248,007 40.9 

営業利益   3,845 0.1  133,332 3.2  200,895 2.5 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  2,843   4,100   7,415   

２．受取配当金  228   279   864   

３．持分法による投資利益  604   911   655   

４．受取賃借料  2,762   2,134   2,415   

５．為替差益  －   12,711   －   

６．スクラップ売却収入  3,904   1,061   8,291   

７．その他  13,514 23,858 0.6 5,500 26,699 0.6 27,923 47,567 0.6 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  9,739   9,931   19,785   

２．支払賃貸料  539   －   537   

３．売上割引  3,564   3,978   7,423   

４．為替差損  8,449   －   8,114   

５．その他  87 22,380 0.6 154 14,064 0.3 842 36,702 0.4 

経常利益   5,322 0.1  145,967 3.5  211,759 2.7 

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※１ －   1,733   2,744   

２．貸倒引当金戻入益  －   2,703   －   

３．保険差益  902   －   －   

４．商権譲渡益 ※２ 45,714 46,616 1.3 － 4,436 0.1 45,714 48,459 0.6 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ －   126   －   

２．固定資産除却損 ※４ 1,024   4,124   4,801   

３．減損損失 ※５ － 1,024 0.0 67,342 71,593 1.7 － 4,801 0.1 

税金等調整前中間(当

期)純利益 
  50,914 1.4  78,811 1.9  255,417 3.2 

法人税、住民税及び事

業税 
※６ 77,261   73,995   124,856   

法人税等調整額 ※６ △56,142 21,119 0.6 △15,884 58,110 1.4 △24,329 100,526 1.3 

少数株主利益(控除)   3,968 0.1  8,637 0.2  12,856 0.1 

中間（当期）純利益   25,826 0.7  12,063 0.3  142,034 1.8 

           
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 

 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   963,000  963,000  963,000 

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期
末）残高 

  963,000  963,000  963,000 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   6,405,449  6,545,784  6,405,449 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益  25,826 25,826 12,063 12,063 142,034 142,034 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．配当金  －  25,110  －  

２．役員賞与  1,700 1,700 5,000 30,110 1,700 1,700 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期
末）残高 

  6,429,575  6,527,737  6,545,784 

        
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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16年９月１日 
  至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
 

（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年２月28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16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  50,914 78,811 255,417 

減価償却費  214,017 218,933 451,370 

減損損失  － 67,342 － 

賞与引当金の増減額（減少：△）  △16,881 △17,539 4,738 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  2,350 12,026 4,259 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：
△） 

 3,440 4,600 7,710 

受取利息及び受取配当金  △3,072 △4,379 △8,280 

支払利息  9,739 9,931 19,785 

為替差損益（差益：△）  35 △33 34 

固定資産除売却損  1,024 4,250 4,801 

固定資産売却益  － △1,733 △2,744 

売上債権の増減額（増加：△）  164,957 105,393 △185,052 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △235,120 △200,523 △137,810 

商権譲渡益  △45,714 － △45,714 

その他流動資産の増減額（増加：△）  20,663 41,553 △25,167 

仕入債務の増減額（減少：△）  102,087 38,874 228,350 

その他流動負債の増減額（減少：△）  75,534 △7,820 88,218 

未払消費税等の増減額（減少：△）  △25,365 5,418 △23,499 

役員賞与の支払額  △1,700 △5,000 △1,700 

その他  6,739 △5,480 21,730 

小計  323,651 344,624 656,448 

利息及び配当金の受取額  3,083 4,389 8,279 

利息の支払額  △8,953 △9,009 △19,557 

法人税等の支払額  △44,993 △83,449 △76,979 

営業活動によるキャッシュ・フロー  272,787 256,554 568,191 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △180,560 △172,763 △329,840 

有形固定資産の売却による収入  － 5,817 828 

商権譲渡による収入  45,714 － 45,714 

その他  △6,889 △5,785 △5,475 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △141,735 △172,730 △288,773 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  22,650 24,784 22,547 

短期借入金の返済による支出  － － △1,073 

長期借入れによる収入  2,242 － 2,262 

長期借入金の返済による支出  △91,250 △91,009 △189,989 

配当金の支払額  △272 △24,867 △362 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △66,629 △91,091 △166,614 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  114 16,905 6,969 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  64,537 9,637 119,773 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,097,052 2,216,825 2,097,052 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残
高 

 2,161,590 2,226,463 2,216,825 

     
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

(イ）連結子会社の数 ９社 (イ）連結子会社の数 ９社 (イ）連結子会社の数 ８社 １．連結の範囲に関する事項 

連結子会社名 連結子会社名 

 

 

ＨＫＳ ＵＳＡ，ＩＮＣ． 

ＨＫＳ ＥＵＲＯＰＥ ＬＩＭ

ＩＴＥＤ 

ＨＫＳ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）Ｃ

ｏ．，Ｌｔｄ． 

ＬＩＦＥＣＡＲＥ ＭＯＢＩＬ

ＩＴＹ, ＩＮＣ． 

㈱エッチ ケー エス 北海道サ

ービス 

㈱エッチ・ケー・エス アビエ

ーション 

㈱エッチ・ケー・エス静岡サー

ビス 

日生工業㈱ 

㈱エッチ・ケー・エス テクニ

カルファクトリー 

 

ＨＫＳ ＵＳＡ，ＩＮＣ． 

ＨＫＳ ＥＵＲＯＰＥ ＬＩＭ

ＩＴＥＤ 

ＨＫＳ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）Ｃ

ｏ．，Ｌｔｄ． 

ＬＩＦＥＣＡＲＥ ＭＯＢＩＬ

ＩＴＹ, ＩＮＣ． 

ＨＫＳ ＳＰ Ｌｔｄ 

㈱エッチ ケー エス 北海道サ

ービス 

㈱エッチ・ケー・エス アビエ

ーション 

日生工業㈱ 

㈱エッチ・ケー・エス テクニ

カルファクトリー 

 

なお、ＨＫＳ ＳＰ Ｌｔｄ

は当中間連結会計期間期より

連結子会社となっております。 

連結子会社名 

ＨＫＳ ＵＳＡ，ＩＮＣ． 

ＨＫＳ ＥＵＲＯＰＥ ＬＩＭ

ＩＴＥＤ 

ＨＫＳ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）Ｃ

ｏ．，Ｌｔｄ． 

ＬＩＦＥＣＡＲＥ ＭＯＢＩＬ

ＩＴＹ, ＩＮＣ． 

㈱エッチ ケー エス 北海道サ

ービス 

㈱エッチ・ケー・エス アビエ

ーション 

日生工業㈱ 

㈱エッチ・ケー・エス テクニ

カルファクトリー 

 

 なお、前連結会計年度におい

て連結子会社でありました㈱

エッチ・ケー・エス静岡サービ

スは清算したため、損益計算書

およびキャッシュ・フロー計算

書を除き連結の範囲から除外

しております。 

 

２．持分法の適用に関する事

項 

(イ）持分法適用の非連結子会社数          

０社 

(イ）持分法適用の非連結子会社数        

０社 

(イ）持分法適用の非連結子会社数    

０社 

 (ロ）持分法適用の関連会社数 (ロ）持分法適用の関連会社数 (ロ）持分法適用の関連会社数 

 １社  １社  １社 

 ＨＫＳ－ＩＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． ＨＫＳ－ＩＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． ＨＫＳ－ＩＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 

 (ハ）持分法を適用していない関連

会社３社（主な関連会社㈱エッ

チ・ケー・エス関西サービス、 

㈱エス・イー・エム）はそれぞ

れ中間純損益および利益剰余

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。 

(ハ） 

同左 

 

(ハ）持分法を適用しない非連結子

会社および関連会社のうち主

要な会社等の名称 

  ㈱エッチ･ケー･エス関西サー

ビス 

㈱エス・イー・エム 

（持分法を適用しない理由） 

持分法非適用会社は、それぞ

れ当期純損益および利益剰余

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 

 全ての連結子会社の中間決算日

は12月31日であります。中間連結

財務諸表の作成にあたっては中間

決算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

た重要な取引は、連結上必要な調

整を行っております。 

同左 

 

 全ての連結子会社の決算日は６

月30日であります。連結財務諸表

の作成にあたっては同決算日現在

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は、連

結上必要な調整を行っておりま

す。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

   

(イ）有価証券 (イ）有価証券 (イ）有価証券 (1）重要な資産の評価基準お

よび評価方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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） 

同左 

 

 

 

決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本金直入法により

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 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

 (ロ）たな卸資産 (ロ）たな卸資産 (ロ）たな卸資産 

  製品・原材料および仕掛品…

主として移動平均法による 

同左 同左 

 原価法   

  貯蔵品…最終仕入原価法に

よる原価法 

  

(イ）有形固定資産 (イ）有形固定資産 (イ）有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法  親会社および国内子会社５

社は主として定率法を採用し

ております。 

ただし、平成10年９月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については、定額法

を採用しております。 

海外子会社４社は定額法を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は、建物

及び構築物３～50年、機械装置

及び運搬具２～13年でありま

す。 

 親会社および国内子会社は

主として定率法を採用してお

ります。 

ただし、平成10年９月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については、定額法

を採用しております。 

海外子会社は定額法を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は、建物

及び構築物３～50年、機械装置

及び運搬具２～13年でありま

す。 

 親会社および国内子会社４

社は主として定率法を採用し

ております。 

ただし、平成10年９月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については、定額法

を採用しております。 

海外子会社４社は定額法を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は、建物

及び構築物３～50年、機械装置

及び運搬具２～13年でありま

す。 

 (ロ）無形固定資産 (ロ）無形固定資産 (ロ）無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。 

なお、ソフトウェア（自社

利用分）については、社内に

おける見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用し

ております。 

同左 同左 

(イ）貸倒引当金 (イ）貸倒引当金 (イ）貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基準 

 債権の貸倒による損失に備

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

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

同左 同左 

 (ロ）賞与引当金 (ロ）賞与引当金 (ロ）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備え

るため、当中間連結会計期間に

負担すべき支給見込額を計上

しております。 

同左  従業員の賞与の支給に備え

るため、当連結会計年度に負担

すべき支給見込額を計上して

おります。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

 (ハ）退職給付引当金 (ハ）退職給付引当金 (ハ）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（86,447千円）については、５

年による按分額を費用控除処

理しております。 

 数理計算上の差異は、５年に

よる定額法により、翌連結会計

年度から費用処理することと

しております。 

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

る退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。 

 数理計算上の差異は、５年

による定額法により、翌連結

会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

 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

る退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき計上して

おります。 

 なお、会計基準変更時差異

（86,447千円）については、５

年による按分額を費用控除処

理しております。 

 数理計算上の差異は、５年に

よる定額法により、翌連結会計

年度から費用処理することと

しております。 

 (ニ）役員退職慰労引当金 (ニ）役員退職慰労引当金 (ニ）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に

充てるため、内規に基づく中間

連結会計期間末要支給額を計

上しております。 

同左  役員の退職慰労金の支給に

充てるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。 

(4）重要な外貨建の資産又は

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

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。な

お、在外連結子会社の資産およ

び負債は、中間連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算

し、収益および費用は期中平均

為替相場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分および

資本の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しておりま

す。 

同左  外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、

在外子会社等の資産および負債

は、在外子会社の決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分および

資本の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しておりま

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。 

同左 同左 

(6）重要なヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法 

  為替予約が付されている外貨

建金銭債権債務等については、

振当処理を行っております。 

同左 同左 

 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…為替予約 同左 同左 

 ヘッジ対象…外貨建金銭債権債

務等 

  

 (ハ）ヘッジ方針 (ハ）ヘッジ方針 (ハ）ヘッジ方針 

  主として親会社は、外貨建取

引の為替相場の変動リスクを回

避する目的で為替予約取引を行

っており、ヘッジ対象の識別は

個別契約ごとに行っておりま

す。 

同左 同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

  為替予約の締結時にリスク

管理方針に従って、外貨建によ

る同一金額で同一期日の為替

予約をそれぞれ振当てている

ため、その後の為替相場の変動

による相関関係は完全に確保

されているので中間決算日に

おける有効性の評価を省略し

ております。 

同左  為替予約の締結時にリスク

管理方針に従って、外貨建によ

る同一金額で同一期日の為替

予約をそれぞれ振当てている

ため、その後の為替相場の変動

による相関関係は完全に確保

されているので決算日におけ

る有効性の評価を省略してお

ります。 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 (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 

税抜方式によっております。 同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金および容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 同左 

 

 

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16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） ────── 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日）および「固

定資産の減損に係る会計基準適用指針」

（企業会計基準適用指針第6号 平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

り、税金等調整前中間純利益は67,342千円

減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正

後の中間連結財務諸表規則に基づき資産の

金額から直接控除しております。 

 

   

 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

前中間連結会計期間まで営業外収益の「そ

の他」として表示しておりました「スクラッ

プ売却収入」は金額的な重要性が高まってき

たことから、当中間連結会計期間より区分掲

記することとしました。 

なお、前中間連結会計期間の「スクラップ

売却収入」は3,614千円であります。 

────── 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」

として表示しておりました「スクラップ売却

収入」は金額的な重要性が高まってきたこと

から、当連結会計年度より区分掲記すること

としました。 

なお、前連結会計年度の「スクラップ売却

収入」は8,018千円であります。 
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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17年２月28日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（平成17年８月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

5,995,726千円 6,280,083千円 6,125,014千円 

※２．担保に供している資産およびこれに対

応する債務は次のとおりであります。 

※２．担保に供している資産およびこれに対

応する債務は次のとおりであります。 

※２．担保に供している資産およびこれに対

応する債務は次のとおりであります。 

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産 
 

科目 工場財団 その他 

建物及び構

築物 
1,604,972千円 209,819千円

機械装置及

び運搬具 
200,536 ― 

土地 1,411,546 228,953 

有形固定資

産その他 
9,961 ― 

合計 3,227,016千円 438,773千円
  

 
科目 工場財団 その他 

建物及び構

築物 
1,515,680千円 194,601千円

機械装置及

び運搬具 
168,257 ― 

土地 1,411,546 161,611 

有形固定資

産その他 
8,541 ― 

合計 3,104,025千円 356,212千円
  

 
科目 工場財団 その他 

建物及び構

築物 
1,554,880千円 201,876千円

機械装置及

び運搬具 
182,183 － 

土地 1,411,546 228,953 

有形固定資

産その他 
9,130 － 

合計 3,157,740千円 430,830千円
  

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 
 

科目 金額 

短期借入金 268,336千円

長期借入金 751,374 

合計 1,019,710千円
  

 
科目 金額 

短期借入金 268,336千円

長期借入金 589,470 

合計 857,806千円
  

 
科目 金額 

短期借入金 268,336千円

長期借入金 671,494 

合計 939,830千円
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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16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

※１．     ───── 

 

※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

 

  
 

機械装置及び運搬具 1,733千円

計 1,733千円
 

機械装置及び運搬具 2,744千円

計 2,744千円
 

※２．商権譲渡益は平成16年12月１日付で㈱

エッチ・ケー・エス静岡サービス（連結

子会社）が、保険代理店事業を譲渡した

ものであります。 

※２．    ───── 

 

※２．商権譲渡益は平成16年12月１日付で㈱

エッチ・ケー・エス静岡サービスが、保

険代理店事業を譲渡したものでありま

す。 

※３．     ───── 

 

※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。 

※３．     ───── 

 

 

  
 

機械装置及び運搬具 126千円

計 126千円
 

 

 
 

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

機械装置及び運搬具 210千円

有形固定資産その他 102 

無形固定資産 711 

計 1,024千円
 

機械装置及び運搬具 2,246千円

建設仮勘定 1,705 

有形固定資産その他 172 

計 4,124千円
 

機械装置及び運搬具 2,245千円 

有形固定資産その他 1,614 

無形固定資産 711 

投資その他の資産その他 229 

計 4,801千円 
 

※５．    ───── 

 

※５．減損損失  

   当中間連結会計期間において、当社グル

ープは以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。 

場所 用途 種類 

北海道 

札幌市 

他１件 

事業用資産 土地 

当社グループは、事業用資産について管

理会計上の区分を基礎とし、原則として工

場および各営業所単位で、遊休資産は個別

物件単位でグルーピングを行っておりま

す。 

上記の事業用資産については、時価が帳

簿価額に対して著しく下落しているため、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上

しております。その内訳は、土地67,342千

円であります。 

 なお、当事業用資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、不動産鑑

定評価額又は固定資産税評価額を合理的

に調整した価額に基づき算定しておりま

す。  

※５．    ───── 

 

※６．中間連結会計期間に係る納付税額およ

び法人税等調整額は、当期において予定

している利益処分による特別償却準備

金の取崩しを前提として、当中間連結会

計期間に係る金額を計算しております。 

※６．     同左 ※６．    ───── 

 

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

１．資金の範囲に含めた現金及び現金同等物

の内容並びにその中間期末残高の中間連

結貸借対照表科目別の内訳 

１．資金の範囲に含めた現金及び現金同等物

の内容並びにその中間期末残高の中間連

結貸借対照表科目別の内訳 

１．資金の範囲に含めた現金及び現金同等物

の内容並びにその期末残高の連結貸借対

照表科目別の内訳 

現金及び預金 2,161,590千円 

現金及び現金同等物 2,161,590千円 

  

現金及び預金 2,226,463千円 

現金及び現金同等物 2,226,463千円 

  

現金及び預金 2,216,825千円 

現金及び現金同等物 2,216,825千円 
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（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

 
 

（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成 17 年２月 28 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 39,276 47,918 8,641 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 39,276 47,918 8,641 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 200 

 

 

当中間連結会計期間末（平成 18 年２月 28 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 40,741 69,247 28,506 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 40,741 69,247 28,506 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 200 

 

 

前連結会計年度末（平成 17 年８月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 40,004 51,584 11,579 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 40,004 51,584 11,579 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 200 

 
 

（デリバティブ取引関係） 
前中間連結会計期間末（平成 17 年２月 28 日現在）、当中間連結会計期間末（平成 18 年２月 28 日現在）および、前連結会計年度

末（平成 17 年８月 31 日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益の状況 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。 
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（セグメント情報） 

１．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 16 年９月１日 至平成 17 年２月 28 日）、当中間連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年２月 28 日）、

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 事業の種類として「自動車等の関連部品事業」および「超軽量小型飛行機事業」に区分しておりますが、全セグメントの売上高の合計および

営業利益の合計額に占める「自動車等の関連部品事業」の割合がいずれも 90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。 

 

２．所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年２月 28 日） 

 
日本 

（千円） 

ヨーロッパ 

（千円） 

北米 

（千円） 

アジア 

（千円） 
計（千円） 

消去または全

社（千円） 

連結 

（千円） 

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高 
2,726,370 284,162 539,429 77,773 3,627,735 － 3,627,735 

(2）セグメント間の内部売

上高または振替高 
487,471 4,716 20,020 42,511 554,719 (554,719) － 

計 3,213,841 288,878 559,449 120,284 4,182,454 (554,719) 3,627,735 

営業費用 3,192,349 232,261 535,695 105,818 4,066,124 (442,234) 3,623,890 

営業利益 21,492 56,617 23,754 14,466 116,330 (112,484) 3,845 

 

 当中間連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 
日本 

（千円） 

ヨーロッパ 

（千円） 

北米 

（千円） 

アジア 

（千円） 
計（千円） 

消去または全

社（千円） 

連結 

（千円） 

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高 
3,165,742 272,964 551,602 144,331 4,134,640 － 4,134,640 

(2）セグメント間の内部売

上高または振替高 
450,147 1,134 13,187 45,488 509,958 (509,958) － 

計 3,615,890 274,099 564,790 189,819 4,644,599 (509,958) 4,134,640 

営業費用 3,396,680 253,981 587,101 165,484 4,403,247 (401,939) 4,001,308 

営業利益または営業損失

(△) 
219,210 20,117 △22,311 24,335 241,352 (108,019) 133,332 

 

 前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 
日本 

（千円） 

ヨーロッパ 

（千円） 

北米 

（千円） 

アジア 

（千円） 
計（千円） 

消去または全

社（千円） 

連結 

（千円） 

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高 
6,047,140 524,094 1,202,761 166,749 7,940,746 － 7,940,746 

(2）セグメント間の内部売

上高または振替高 
1,111,737 16,469 41,477 107,574 1,277,259 (1,277,259) － 

計 7,158,878 540,563 1,244,238 274,324 9,218,005 (1,277,259) 7,940,746 

営業費用 6,867,996 440,492 1,207,885 239,296 8,755,670 (1,015,819) 7,739,850 

営業利益 290,882 100,071 36,353 35,027 462,334 (261,439) 200,895 

 （注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国または地域 

(1）ヨーロッパ…イギリス 

(2）北米   …アメリカ 

(3）アジア  …タイ 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用で

あります。 

前中間連結会計期間   92,380 千円 

当中間連結会計期間   99,961 千円 

前連結会計年度    213,068 千円 
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３．海外売上高 

 前中間連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年２月 28 日） 

 ヨーロッパ 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 300,889 569,417 227,613 1,097,920 

Ⅱ 連結売上高（千円）  3,627,735 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 8.3 15.7 6.3 30.3 

 

 当中間連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 ヨーロッパ 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 289,115 556,464 351,572 1,197,151 

Ⅱ 連結売上高（千円）  4,134,640 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 7.0 13.5 8.5 29.0 

 

 前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 ヨーロッパ 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 555,357 1,226,833 508,843 2,291,034 

Ⅱ 連結売上高（千円）  7,940,746 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 7.0 15.4 6.4 28.9 

 （注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国または地域 

(1）ヨーロッパ …イギリスその他欧州域内諸国 

(2）北米    …アメリカ 

(3）その他の地域…アジア諸国 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

 

（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

 
１株当たり純資産額 1,611円10銭 

１株当たり中間純利益金額 5円14銭 
   

 
１株当たり純資産額 1,643円45銭 

１株当たり中間純利益金額 2円40銭 
   

 
１株当たり純資産額 1,637円70銭

１株当たり当期純利益金額 27円29銭
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 
  

 

 （注） １株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

中間（当期）純利益（千円） 25,826 12,063 142,034 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 5,000 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千
円） 

25,826 12,063 137,034 

期中平均株式数（千株） 5,022 5,022 5,022 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

────── （自己株式の消却） 

当社は、平成18年４月７日開催の取締

役会において、商法第212条の規定に基づ

き自己株式を消却することを決議し、下

記のとおり実施いたします。 

1.消却した株式の種類     普通株式 

2.消却した株式の数      358,000株 

3.消却した株式の総額    172,355千円 

4.消却実施日     平成18年４月17日 

5.消却後の発行済株式総数 5,022,000株 

 

────── 
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生 産 、 受 注 及 び 販 売 の 状 況 
 
１．生産実績 

前中間連結会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 事業の種類別セグメントの名称 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

自動車等の関連部品事業 3,419,165 99.2 3,698,227 98.9 7,115,439 99.1 

超軽量小型飛行機事業 28,749 0.8 42,416 1.1 63,900 0.9 

合計 3,447,914 100.0 3,740,644 100.0 7,179,339 100.0 

 （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。 

 

２．受注状況 

前中間連結会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 事業の種類別セグメントの名称 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

自動車等の関連部品事業 234,561 58,672 361,649 85,136 645,024 123,813 

超軽量小型飛行機事業 － － － － － － 

合計 234,561 58,672 361,649 85,136 645,024 123,813 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

３．販売実績 

前中間連結会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 事業の種類別セグメントの名称 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

自動車等の関連部品事業 3,592,208 99.0 4,079,492 98.7 7,868,758 99.1 

超軽量小型飛行機事業 34,689 1.0 55,148 1.3 71,987 0.9 

その他 836 0.0 － － － － 

合計 3,627,735 100.0 4,134,640 100.0 7,940,746 100.0 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


