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１．18年３月期の連結業績（平成17年10月１日～平成18年３月31日）
(1）連結経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 25,078 (－) 2,028 (－) 2,082 (－) 

17年９月期 38,969 (23.8) 1,926 (62.9) 1,671 (41.7)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 1,127 (－) 152 25 － － 7.6 4.7 8.3

17年９月期 1,038 (38.8) 138 73 138 64 8.0 4.1 4.3

（注）１．持分法投資損益 18年３月期    226百万円 17年９月期 172百万円

２．期中平均株式数（連結） 18年３月期         7,274,792株 17年９月期 7,256,135株

３．会計処理の方法の変更 無

４．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率
５．平成18年３月期は６ヶ月決算のため、対前期比較は行っておりません。

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 45,135 15,836 35.1 2,173 11

17年９月期 43,126 13,787 32.0 1,892 07

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期          7,278,600株 17年９月期 7,270,200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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 3,252 △2,939 △1,465 1,228

17年９月期 5,112 △5,987 2,037 2,228

(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 6社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 2社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 

中間期 24,500 1,800 1,100

通　期 47,300 3,350 1,830

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　251円42銭
※　上記の業績予想は、本資料発表日現在における将来に関する前提、見通し、計画に基づく予想であり、実際の業績は、

様々な要素により異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想のご利用にあたっては、添付資料の１ペー
ジから７ページをご参照下さい。



１．企業集団の状況

(1）事業の系統図

　当社グループは、当社及び子会社７社（内１社は休眠会社、）並びに関連会社２社により構成され、自動車部品の

製造・販売を主な事業内容としております。

　国内得意先向けには当社が製造・販売し、海外得意先向けには現地の子会社及び関連会社が当社からの技術援助を

受けるとともに商社及び子会社を経由して金型・治工具等の生産設備の供給を受け、自動車部品の製造・販売を行っ

ております。

　事業の系統図は次のとおりであります。

 

得意先（海外） その他得意先
（国内） 

キクチ・ド・ブラジル・リ

ミタダ 
※１ 

オースチン・トライホーク・オ

ートモーティブ・インコーポレ
ーテッド 

※１ 

ジェファーソン・インダストリ

ーズ・コーポレーション 
※２ 

当   社 

株式会社中村製作所 
※１ 

コウシュウアイパックキシャ

ハイゲンユウゲンコンス 
※１ 

本田技研工業
株式会社※３ 

（注）※１．連結子会社 
※２．関連会社で持分法適用会社 
※３．その他の関係会社 
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コウシュウジュウカ・ケーアン
ドエス・キシャハイゲンユウゲ

ンコンス 
※１ 

ブカンアイパックキシャハイ
ゲンユウゲンコンス 

※２ 
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(2）関係会社の状況

名称 所在地 資本金 事業の内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
（％）

関係内容 摘要

（連結子会社）

㈱中村製作所
群馬県桐生

市

千円

295,000

プレス用金型の製

造・販売
100.0

当社金型の製作

設備の賃貸借
（注）１

キクチ・ユーエスエー・イン

コーポレーテッド

米国・イン

ディアナ州

千米ドル

1,000

金型・治工具等の

販売
100.0

当社製品及び設

備の販売

キクチ・ド・ブラジル・リミ

タダ

ブラジル・

サンパウロ

州

千レアル

16,600

自動車用車体プレ

ス部品の製造・販

売

73.6
当社製品及び設

備の販売

オースチン・トライホーク・

オートモーティブ・インコー

ポレーテッド

米国・イン

ディアナ州

千米ドル

17,000

自動車用車体プレ

ス部品の製造・販

売

74.4
当社製品及び設

備の販売

 

コウシュウアイパックキシャ

ハイゲンユウゲンコンス

中国広東省

広州市

千米ドル

32,000

自動車用車体プレ

ス部品の製造・販

売

50.0
当社製品及び設

備の販売
（注）２

コウシュウジュウカ・ケーア

ンドエス・キシャハイゲンユ

ウゲンコンス

中国広東省

広州从化市

千米ドル

1,500

自動車用車体プレ

ス部品（小物部

品）の製造・販売

70.0
当社製品及び設

備の販売
 

（持分法適用関連会社）

ジェファーソン・インダスト

リーズ・コーポレーション

米国・オハ

イオ州

千米ドル

40,000

自動車用車体プレ

ス部品の製造・販

売

35.3
当社製品及び設

備の販売

ブカンアイパックキシャハイ

ゲンユウゲンコンス

中国湖北省

武漢市

千米ドル

15,000

自動車用車体プレ

ス部品の製造・販

売

50.0
当社製品及び設

備の販売
 

（その他の関係会社）

本田技研工業株式会社 東京都港区
百万円

86,067

原動機及び輸送用

機械器具、農機具、

その他原動機を利

用した機械器具の

製造及び販売

（被所有）

20.6

当社製品及び設

備の販売
（注）３

　（注）１．特定子会社に該当しております。

２．議決権の所有割合は50％以下でありますが、実質的に支配しているため連結子会社としたものであります。

３．本田技研工業株式会社は有価証券報告書を提出しております。
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社グループは、世界的規模でお客様に喜ばれる製品を提供し、自動車産業の発展に貢献し続ける企業であること

を経営理念とし、経営の基本方針としては、下記のものを掲げております。

①　世界のベンチマークＱＣＤを目指し、収益、経営体質が健全な会社

②　お客様に喜ばれる提案ができ、存在を期待されるグローバル企業

③　夢を力として、明るく元気で若々しい職場

④　経営の透明性（アカウンタビリティー）を確保

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対し安定的な配当を継続することが経営上の重要な政策の一つであると考えております。

　このため、企業体質のさらなる強化を図るとともに新規車種部品生産用の設備開発及び海外を含めた将来の事業展

開等に備えるための内部留保の充実等を勘案し、長期的な株主利益確保を実現していくことを基本方針としておりま

す。なお、平成18年５月1日の会社法施行後における当社の配当制度については、現在検討中であります。

(3）目標とする経営指標

　当社グループは、目標とする経営指標を営業利益及び当期純利益の拡大と位置付け、従来から重視してまいりまし

た営業利益の対売上高比率、１株当たり利益（ＥＰＳ）に加え、資本、資産効率をより意識し、総資産利益率（ＲＯ

Ａ）や株主資本利益率（ＲＯＥ）についてもさらなる向上を目指してまいります。

(4）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　投資単位の引下げは投資家層の拡大や株式流通の活性化に有効であると認識しており、株価水準、市場動向を注視

し、最適な時期、方法を検討することとしております。

(5）会社の対処すべき課題及び中長期的な会社の経営戦略

　今後の経営環境につきましては、国内の景気は全体として改善しつつありますものの、社会保険料や税負担の増加

などの家計へ及ぼす影響が懸念されております。また、海外におきましては、米国と中国の好調さなどが寄与し、概

ね順調に回復、拡大基調にあるものの、世界的な原油価格の高騰など景気伸長を鈍化させる要因もあり、楽観できな

い状況で推移するものと思われます。

　自動車業界におきましては、国内では小型車や軽乗用車への需要シフトを背景に車種の多様化、モデル数の増加が

見込まれますが、メーカー各社の新型車投入やモデルチェンジ等による需要喚起の効果が長続きしない傾向が現われ

てきており、生産、販売の増加は見込めない状況となっております。一方、海外におきましては米国、中国を中心と

して日系メーカーの生産、販売は増加基調で推移するものと思われます。

　このような環境において当社グループは、高い品質水準と高効率な生産体制で得意先の生産にスピーディー且つ柔

軟に対応すること、新規車種部品の開発期間短縮、部品の軽量化と安全性の向上に向けた研究開発及びグローバルな

部品供給体制の拡充などが重要な課題であると考えており、次の経営戦略を推進してまいります。

①　桁違い品質活動の徹底推進とコスト競争力の強化

　ものづくりは品質と生産性が命であるとの理念に基づき「品質至上を経営の基軸として、お客様に感動製品を創

造し提供する」を品質方針として品質ナンバーワンに向けた桁違い品質活動を引き続き推進し、受注基盤の充実に

努めてまいります。具体的には、グローバルビジネスが拡大している中で改めて国内の品質と生産性の競争力を一

段と向上させていく必要があると認識しており、量産品質に併せ新規車種の立ち上がり品質を確保するための開発

段階における品質管理能力のさらなる向上等の諸施策を推進するとともに、生産合理化、材料歩留率改善、業務効

率向上、新規車種生産立ち上げロスの極小化、徹底したロスの削減等による製造体質のさらなる進化と、材料、外

製部品及び設備等の最適調達等を通じたコスト競争力の強化を図ってまいります。

②　技術力、開発力の強化と積極的な提案型営業の推進

　安全性の維持・向上を図りながら、低燃費、低公害等により環境負荷を軽減するなど、これからの自動車に求め

られる基本ニーズに対応すべく、テーラードブランク製造技術、高張力鋼板材の加工技術、高周波焼き入れ技術等

の軽量化、高剛性化技術のさらなる進化と適用拡大を図るとともに新規車種部品企画開発力を強化し、試作ビジネ

スの拡大も含め積極的な営業展開を推進してまいります。
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③　金型の開発及び製作領域の強化及び拡大

　車種の多様化や事業のグローバル展開を背景として、受注部品拡大に併せ金型の開発量増加が見込まれておりま

すが、当社グループといたしましては、従来の固有技術の効果的活用と金型開発のデジタル化、金型内製比率を向

上させるための製作基盤の拡充等の施策を推進し、金型の開発及び製作領域の競争力向上を図ってまいります。

④　経営資源の効果的活用とグローバルビジネスの拡充

　グローバルな視点に立ち、人材、物、金、情報等の経営資源の効果的活用を図るとともにグローバルビジネスの

拡充に向け、北米、中南米及びアジア地域における営業、生産体制の強化と人材の育成に努めてまいります。

⑤　リスクマネジメント及びコンプライアンス体制の強化と環境への対応

　当社グループは、リスクマネジメント及びコンプライアンス体制の充実並びに地球環境改善への取り組みが株主

の皆様、得意先、地域社会等から存在を期待される企業となるための基本要件であると考えており、引き続きコー

ポレート・ガバナンスに関する諸施策と事業活動における環境負荷の軽減に向けた取り組みを推進してまいります。

(6）内部管理体制の整備・運用状況

　当社においては、事業運営上の組織として総務部、事業管理部及び監査室が組織横断的に内部管理、内部牽制の役

割を果たし、組織として事業の健全な運営を図っております。なお、監査室による内部業務監査は通期にわたり各部

門に対して実施することとしており、本年中においても計画に基づき実施しております。

(7）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

 （平成18年３月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議
決権所有割合

親会社等が発行する株券が上場されて
いる証券取引所等

本田技研工業株式会社
上場会社が他の会社の関連会社で

ある場合における当該他の会社
20.6％

株式会社東京証券取引所

株式会社大阪証券取引所

株式会社名古屋証券取引所

証券会員制法人福岡証券取引所

証券会員制法人札幌証券取引所

ニューヨーク証券取引所

ロンドン証券取引所

ユーロネクスト証券取引所

スイス証券取引所

②　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社グループは、本田技研工業株式会社グループの四輪車事業に属し、自動車用車体骨格部品メーカーとして新

規車種部品の設計開発段階から参画するとともに同社グループより原材料を仕入れ、部品を製造し、納入しており

ます。また、当社の監査役５名のうち１名は、同社の従業員が兼任しております。

　なお、当社は、資本関係、取引関係において同社と緊密な関係にありますが、事業運営につきましては一定の独

立性を確保しております。

③　親会社等との取引に関する事項

　同社グループとの取引関係は当社と同社の取引開始以来今日に至るまで長年にわたり良好な関係にありますが、

取引条件等につきましては一般取引と同様に決定しております。

　内容につきましては連結財務諸表に関する注記「⑦ 関連当事者との取引」に記載しております。
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３．経営成績及び財政状態

当社は、平成17年12月20日開催の第52回定時株主総会の決議により決算期を従来の毎年９月30日から毎年３月31

日に変更いたしました。

従いまして、当連結会計年度は平成17年10月１日から平成18年３月31日までの６ヶ月間となっております。この

ため、当連結会計年度の業績につきましては前連結会計年度との比較表示を行っておりません。

(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績の改善や設備投資の拡大、所得環境の改善に伴う個人消費の持ち

直しなどから総じて堅調な推移となりました。

　海外におきましては、米国では好調な個人消費等に支えられた底堅い経済成長を維持いたしましたほか、中国を中

心としたアジア地域におきましても輸出の増加や内需の拡大、固定資産投資の伸びにより拡大傾向で推移するなど、

世界経済は概ね拡大、回復基調が続きました。

　自動車業界におきましては、新車効果は見られましたものの、国内における生産、販売は低調なまま推移いたしま

した。海外におきましては、日系メーカーが引き続き好調を維持し、需要が拡大基調にある米国、生産の現地化が進

む中国などを中心として生産、販売は増加基調で推移いたしました。

　このような状況のもと当社グループは、国内外における新規車種部品の量産立ち上げに注力してまいりましたほか、

将来見込まれる生産量の増加並びに機種の拡大に対応すべくグローバルな生産能力の増強を図ってまいりました。特

に中国におきましては、広東省広州市の連結子会社コウシュウアイパックキシャハイゲンユウゲンコンスの第二工場

建設、同国の湖北省武漢市の関連会社ブカンアイパックキシャハイゲンユウゲンコンスの工場建設及び小物プレス部

品の生産を目的とした連結子会社コウシュウジュウカ・ケーアンドエス・キシャハイゲンユウゲンコンスの稼動準備

を進め、中国ビジネスの強化を図ってまいりました。

　当連結会計年度の業績につきましては、主要製品であります車体部品の売上が国内及び中国を中心として順調に推

移したことや、北米関連会社向け及び中国向け金型設備の販売、国内における試作売上等により、売上高は25,078百

万円となりました。

　利益面に関しましては、グループをあげての生産性向上、原価低減活動等の諸施策推進により、営業利益2,028百万

円、北米の関連会社に係る持分法による投資利益等により経常利益は2,082百万円、少数株主利益を差し引き当期純利

益は1,127百万円となりました。

　所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

①　日本

　国内におきましては、主要製品であります車体部品の売上及び国内外におけるモデルチェンジ等に伴う新規車種

部品生産用の金型設備の販売等により、売上高14,387百万円となりました。利益面につきましては、原価改善活動

の推進等により営業利益は1,197百万円となりました。

②　北米

　北米におきましては、車体部品の売上等により、売上高4,075百万円となりました。利益面につきましては収益体

質の改善が進んでおり、営業利益は123百万円となりました。

③　アジア

　アジアにおきましては、中国における車体部品の売上が順調に推移したこと及び金型設備の販売等により、売上

高6,664百万円、営業利益504百万円となりました。

④　中南米

　中南米におきましては、ブラジルにおける車体部品の売上が好調に推移しは売上高1,049百万円となりましたもの

の、新規車種部品の量産立ち上がり費用の発生等により営業利益5百万円となりました。
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(2）財政状態

当連結会計期間におけるキャッシュ・フローについて

　当連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益

が2,054百万円で営業活動によるキャッシュ・フローが3,252百万円となり、有形固定資産等の取得による支出等によ

り投資活動によるキャッシュ・フローは△2,939百万円、長期借入金の返済による支出等により財務活動によるキャッ

シュ・フローは△1,465百万円となり、その結果、当連結会計期間末における資金残高は1,228百万円となりました。

　当連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、3,252百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,054百万円、

固定資産の減価償却費2,830百万円、売上債権の増加額△404百万円、仕入債務の減少額△381百万円、前受金の減少額

△215百万円、法人税等の支払額△401百万円などによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は2,939百万円となりました。これは主に、国内外における新規車種部品生産用設備及

び生産能力増強のための有形固定資産の取得による支出△2,928百万円などによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、1,465百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出△2,201百

万円、長期借入れによる収入600百万円、短期借入金の純増加額208百万円などによるものであります。

　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりであります。

平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 32.3 32.0 35.1

時価ベースの自己資本比率（％） 14.3 25.7 45.3

債務償還年数（年） 2.8 3.4 5.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ 18.8 10.4 12.5

自己資本比率：自己資本／総資産×100

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産×100

債務償還年数：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／支払利息

(3）次期の見通し

　次期におきましては、引き続き新規車種部品の開発、量産立ち上げに注力するとともに強いものづくり現場を目指

して品質、コスト、生産性の体質強化、中国における新会社のスムーズな立ち上げ等を強力に推進してまいります。

　連結業績の見通しにつきましては、中国を中心として現地生産台数は引き続き増加基調で推移し、関連会社向けの

金型・治工具等の生産設備の販売も見込まれることなどにより売上高は47,300百万円を予想しておりますが、中国に

おける子会社、関連会社に係る創業費用の発生等もあり経常利益は3,350百万円、当期純利益は1,830百万円を予想し

ております。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資者

の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあることを認識しております。

①　市場環境の変化について

　当社グループは、国内、北米、アジア、中南米において事業を展開しております。また、当社は、現地の完成車

メーカー及び関連部品メーカーに対し製品を供給しており、これらの市場における経済の低迷は、自動車の需要低

下につながり、当社グループの財政状態又は業績に影響を与える可能性があります。

②　特定の販売先への高い依存度について

　当社グループは、連結売上高の相当の割合を本田技研工業株式会社及びそのグループ会社が占めております。同

社とは、資本的関係及び継続的かつ安定した取引関係にあり、今後、同社からのさらなる受注拡大に努めるととも

に、同社以外への販路拡大を推進してまいりますが、同社及びそのグループ会社の国内外における生産及び販売の

動向等により当社グループの財政状態又は業績は大きな影響を受ける可能性があります。

③　海外事業について

　当社グループは、北米、アジア、中南米などにおいて積極的な事業展開を図っております。これらの国、地域に

おいては、予期することのできない法律又は諸規則の決定又は変更、政府による政策発動、急激な経済の変化等の

要因により、材料や部品の調達、生産、販売に遅延や停止を生ずる可能性があります。このような事態が生じた場

合には、当社グループの財政状態又は業績に影響を与える可能性があります。

④　他社との合弁による事業について

　当社グループは、海外において他社との合弁で子会社、関連会社を設け、自動車部品関連事業を行っております。

これらの合弁事業は、合弁相手先の方針により影響を受けることがあり、当社グループの財政状態又は業績に影響

を与える可能性があります。

⑤　為替変動について

　当社グループは、海外において子会社等によって現地生産を行っているほか、海外の販売先に対し金型・治工具

等の生産設備を販売するなど、一部の製品及び部品等を輸出しておりますが、商社を経由した取引などにより為替

変動リスクの軽減を図っております。

⑥　災害、戦争、テロ、ストライキ等の影響について

　当社グループは、国内外において工場を設け、プレス、溶接加工等の生産設備を活用し、現地で従業員を採用し

自動車部品の生産、販売を行っており、地震、気象災害等の自然災害、疾病の流行、戦争及びテロ、大衆運動、従

業員のストライキ等の労働問題などに影響されることがあります。これらが発生した場合には、材料や部品の調達、

生産、販売に遅延や停止を生ずる可能性があり、当社グループの財政状態又は業績に影響を与える可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年９月30日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ．流動資産         

１．現金及び預金   3,029,524   1,738,277  △1,291,246

２．受取手形及び売掛金   5,786,660   6,425,974  639,313

３．有償支給未収入金   262,588   270,893  8,304

４．たな卸資産   3,765,609   3,869,065  103,456

５．繰延税金資産   435,042   353,431  △81,611

６．その他   537,108   785,030  247,921

流動資産合計   13,816,534 32.0  13,442,672 29.8 △373,861

Ⅱ．固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物及び構築物 ※３ 9,059,885   9,289,103    

減価償却累計額  3,495,100 5,564,785  3,689,703 5,599,399  34,613

２．機械装置及び運搬
具

 21,730,265   22,827,265    

減価償却累計額  12,344,557 9,385,707  14,216,633 8,610,632  △775,074

３．工具器具及び備品  12,315,517   12,490,426    

減価償却累計額  10,228,171 2,087,346  11,115,109 1,375,317  △712,028

４．土地 ※３  3,957,151   3,942,170  △14,980

５．建設仮勘定   854,041   3,363,883  2,509,842

有形固定資産合計   21,849,031 50.7  22,891,403 50.7 1,042,372

(2）無形固定資産 ※２  538,029 1.2  546,985 1.2 8,955

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券 ※１  6,325,144   7,703,251  1,378,107

２．繰延税金資産   451,139   360,425  △90,714

３．保険積立金   90,832   100,342  9,509

４．その他   73,128   107,016  33,888

５．貸倒引当金   △16,900   △17,010  △110

投資その他の資産合
計

  6,923,344 16.1  8,254,025 18.3 1,330,680

固定資産合計   29,310,405 68.0  31,692,415 70.2 2,382,009

資産合計   43,126,940 100.0  45,135,087 100.0 2,008,147
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前連結会計年度

（平成17年９月30日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ．流動負債         

１．買掛金   4,400,011   4,190,241  △209,770

２．短期借入金 ※３  4,593,650   5,049,400  455,750

３．１年以内返済予定長
期借入金

※３  4,523,785   4,132,099  △391,685

４．１年以内償還予定社
債

  －   1,000,000  1,000,000

５．未払法人税等   383,586   759,106  375,519

６．前受金   1,897,540   1,761,018  △136,521

７．賞与引当金   478,647   464,777  △13,869

８．その他   1,589,090   1,812,367  223,277

流動負債合計   17,866,311 41.4  19,169,011 42.5 1,302,700

Ⅱ．固定負債         

１．社債   2,000,000   1,000,000  △1,000,000

２．長期借入金 ※３  6,004,402   5,218,955  △785,447

３．長期未払金   94,678   80,670  △14,007

４．退職給付引当金   660,400   697,534  37,134

５．役員退職慰労引当金   320,854   328,592  7,738

固定負債合計   9,080,335 21.1  7,325,752 16.2 △1,754,582

負債合計   26,946,646 62.5  26,494,764 58.7 △451,882

（少数株主持分）         

少数株主持分   2,392,568 5.5  2,803,613 6.2 411,044

（資本の部）         

Ⅰ．資本金 ※４  1,529,548 3.5  1,531,708 3.4 2,160

Ⅱ．資本剰余金   1,618,365 3.8  1,620,525 3.6 2,160

Ⅲ．利益剰余金   9,962,730 23.1  11,128,986 24.6 1,166,255

Ⅳ．その他有価証券評価差
額金

  1,447,054 3.4  1,719,552 3.8 272,498

Ⅴ．為替換算調整勘定   △768,662 △1.8  △161,534 △0.3 607,128

Ⅵ．自己株式 ※５  △1,309 △0.0  △2,527 △0.0 △1,218

資本合計   13,787,725 32.0  15,836,710 35.1 2,048,984

負債、少数株主持分及
び資本合計

  43,126,940 100.0  45,135,087 100.0 2,008,147
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ．売上高   38,969,892 100.0  25,078,696 100.0

Ⅱ．売上原価 ※４  33,277,442 85.4  20,914,741 83.4

売上総利益   5,692,450 14.6  4,163,955 16.6

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※４       

１．荷造運搬費  569,174   332,017   

２．役員報酬  237,017   150,954   

３．給料手当  833,787   367,638   

４．賞与引当金繰入額  116,837   96,650   

５．退職給付引当金繰入額  75,910   19,733   

６．役員退職慰労引当金繰入
額

 29,894   13,750   

７．旅費及び通信費  278,703   141,753   

８．その他  1,624,384 3,765,709 9.7 1,012,459 2,134,958 8.5

営業利益   1,926,740 4.9  2,028,996 8.1

Ⅳ．営業外収益        

１．受取利息  41,538   29,417   

２．受取配当金  34,019   19,531   

３．為替差益  －   59,506   

４．持分法による投資利益  172,189   226,498   

５．その他  27,144 274,891 0.7 19,913 354,866 1.4

Ⅴ．営業外費用        

１．支払利息  491,257   259,705   

２．為替差損  19,801   －   

３．その他  18,946 530,004 1.3 41,413 301,119 1.2

経常利益   1,671,627 4.3  2,082,743 8.3

Ⅵ．特別利益        

１．固定資産売却益 ※１ 2,207 2,207 0.0 3,861 3,861 0.0
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前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ．特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ 11,247   13,899   

２．固定資産売却損 ※３ 5,087   318   

３．ゴルフ会員権評価損  100   －   

４．減損損失 ※５ －   17,459   

５．貸倒引当金繰入額  1,050 17,484 0.0 110 31,786 0.1

税金等調整前当期純利益   1,656,349 4.3  2,054,818 8.2

法人税、住民税及び事業
税

 649,176   776,237   

法人税等調整額  △68,603 580,572 1.5 △5,007 771,229 3.1

少数株主利益   37,099 0.1  156,504 0.6

当期純利益   1,038,678 2.7  1,127,083 4.5

        

(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

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   1,613,085  1,618,365

Ⅱ．資本剰余金増加高      

新株引受権の行使による
新株発行

 5,280 5,280 2,160 2,160

Ⅲ．資本剰余金期末残高   1,618,365  1,620,525

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ．利益剰余金期首残高   9,069,037  9,962,730

Ⅱ．利益剰余金増加高      

１．当期純利益  1,038,678  1,127,083  

２．連結決算日変更に伴う増
加高

 － 1,038,678 187,495 1,314,578

Ⅲ．利益剰余金減少高      

１．配当金  115,985  116,323  

２．役員賞与  29,000 144,985 32,000 148,323

Ⅳ．利益剰余金期末残高   9,962,730  11,128,986
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー：    

税金等調整前当期純利益  1,656,349 2,054,818

減価償却費  4,957,507 2,830,850

退職給付引当金の増加額  102,628 37,134

役員退職慰労引当金の増加額  29,270 7,738

賞与引当金の増減額  2,780 △16,395

貸倒引当金の増加額  1,050 110

受取利息及び配当金  △75,558 △48,948

支払利息  491,257 259,705

持分法による投資利益  △122,804 △226,498

持分法適用会社への未実現利益調整額  △213,665 131,520

有形固定資産除売却損  16,334 14,217

減損損失   － 17,459

売上債権の増加額  △1,378,403 △404,893

たな卸資産の増減額  △288,683 102,787

仕入債務の増減額  1,326,291 △381,893

未払消費税等の増減額  △18,161 25,534

前受金の減少額  △480,832 △215,975

役員賞与の支払額  △29,000 △32,000

その他  210,551 △293,007

小計  6,186,910 3,862,264

利息及び配当金の受取額  75,558 48,958

利息の支払額  △479,231 △257,646

法人税等の支払額  △670,964 △401,126

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,112,272 3,252,449
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前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー：    

定期預金の預入による支出  △1,010,673 △240,082

定期預金の払戻による収入  910,651 530,755

有形固定資産の取得による支出  △5,492,944 △2,928,789

無形固定資産の取得による支出  △149,252 △551

投資有価証券の取得による支出  △569,205 △310,175

投資有価証券の売却による収入  15,000  －

投資有価証券の償還による収入  300,000  －

その他  8,490 9,751

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,987,933 △2,939,090

    

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー：    

短期借入金の純増減額（△は減少）  △2,369,568 208,100

長期借入れによる収入  6,146,510 600,000

長期借入金の返済による支出  △2,506,976 △2,201,012

新株発行による収入  10,560 4,320

少数株主からの払込による収入  899,327 54,215

自己株式の取得による支出  △999 △1,218

ファイナンス・リース債務の返済によ
る支出

 △25,445 △13,602

配当金の支払額  △115,783 △115,919

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,037,623 △1,465,116

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  38,567 151,183

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  1,200,530 △1,000,573

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,028,320 2,228,850

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  2,228,850 1,228,277
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　　　　６社

　連結子会社は、㈱中村製作所、キク

チ・ド・ブラジル・リミタダ、キクチ・

ユーエスエー・インコーポレーテッド、

オースチン・トライホーク・オートモー

ティブ・インコーポレーテッド、コウ

シュウアイパックキシャハイゲンユウゲ

ンコンス及びコウシュウジュウカ・ケー

アンドエス・キシャハイゲンユウゲンコ

ンスであります。

上記のうち、コウシュウジュウカ・

ケーアンドエス・キシャハイゲンユウゲ

ンコンスについては、当連結会計年度に

おいて新たに設立したため、連結子会社

に含めております。

(1）連結子会社の数　　　　　　　 ６社

　連結子会社は、㈱中村製作所、キク

チ・ド・ブラジル・リミタダ、キクチ・

ユーエスエー・インコーポレーテッド、

オースチン・トライホーク・オートモー

ティブ・インコーポレーテッド、コウ

シュウアイパックキシャハイゲンユウゲ

ンコンス及びコウシュウジュウカ・ケー

アンドエス・キシャハイゲンユウゲンコ

ンスであります。

(2）非連結子会社の名称等

　非連結子会社は、キクチ・ユーケー・

リミテッドであります。

(2）非連結子会社の名称等

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　上記非連結子会社１社は休眠会社であ

り、総資産及び売上高並びに当期純利益

及び利益剰余金（持分に見合う額）等は

いずれも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため、連結の範囲から除外

しております。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の関連会社の数　　２社

　持分法適用の関連会社は、ジェファー

ソン・インダストリーズ・コーポレー

ション及びブカンアイパックキシャハイ

ゲンユウゲンコンスであります。

　上記のうち、ブカンアイパックキシャ

ハイゲンユウゲンコンスについては、当

連結会計年度において新たに設立したた

め、持分法適用の関連会社に含めており

ます。

(1）持分法適用の関連会社の数　　２社

　持分法適用の関連会社は、ジェファー

ソン・インダストリーズ・コーポレー

ション及びブカンアイパックキシャハイ

ゲンユウゲンコンスであります。

 

(2）持分法を適用していない非連結子会社

キクチ・ユーケー・リミテッドは、当期

純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、重要性が少ないため、持分

法の適用から除外しております。

(2）　　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

 

(3）持分法適用会社のジェファーソン・イ

ンダストリーズ・コーポレーションの決

算日は３月31日であるため、同日現在の

財務諸表を使用しております。また、ブ

カンアイパックキシャハイゲンユウゲン

コンスの決算日は12月31日であるため、

６月30日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。なお、こ

れらいずれの持分法適用会社についても

連結決算日との間に発生した重要な取引

については、連結決算上必要な調整を

行っております。

(3）持分法適用会社のうちジェファーソ

ン・インダストリーズ・コーポレーショ

ンの決算日は連結決算日と一致しており

ます。また、ブカンアイパックキシャハ

イゲンユウゲンコンスの決算日は12月31

日であるため、同日現在の財務諸表を使

用しており、連結決算日との間に発生し

た重要な取引については連結決算上必要

な調整を行っております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち㈱中村製作所、キク

チ・ユーエスエー・インコーポレーテッド

及びオースチン・トライホーク・オート

モーティブ・インコーポレーテッドの決算

日は連結決算日と一致しております。また、

キクチ・ド・ブラジル・リミタダ及びコウ

シュウアイパックキシャハイゲンユウゲン

コンスの決算日は12月31日であるため、６

月30日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用し、連結決算日との間に発生し

た重要な取引については、連結決算上必要

な調整を行っております。コウシュウジュ

ウカ・ケーアンドエス・キシャハイゲンユ

ウゲンコンスについては、平成17年９月12

日に新たに設立したため、平成17年９月30

日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。

　連結子会社のうち、㈱中村製作所の決算

日は連結決算日と一致しております。キク

チ・ユーエスエー・インコーポレーテッド

及びオースチン・トライホーク・オート

モーティブ・インコーポレーテッドの決算

日は9月30日であり、これらの会社につい

ては連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。また、

キクチ・ド・ブラジル・リミタダ、コウ

シュウアイパックキシャハイゲンユウゲン

コンス及びコウシュウジュウカ・ケーアン

ドエス・キシャハイゲンユウゲンコンスの

決算日は12月31日であるため、同日現在の

財務諸表を使用しており、連結決算日との

間に発生した重要な取引については、連結

決算上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事項   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

　連結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　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

②　デリバティブ

時価法 

②　デリバティブ 

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

③　たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品及び仕掛品

　総平均法による原価法

　一部の製品及び仕掛品については、

個別法による原価法

③　たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品及び仕掛品

同左

原材料

　主として移動平均法による原価法

原材料

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産

　親会社及び国内連結子会社は、定率法、

在外子会社は、主として定額法を採用して

おります。但し、親会社の工具器具及び備

品に含まれる金型及び治工具については、

残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。

　また、親会社及び国内連結子会社は、平

成10年４月１日以降取得した建物（建物附

属設備は除く）については、定額法を採用

しております。なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　８年～31年

機械装置及び運搬具　　　２年～12年

工具器具及び備品　　　　２年～20年

有形固定資産

　同左

　

 

 

 

無形固定資産

①　ソフトウェア

　ソフトウェア（自社利用）の減価償

却の方法は、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。

無形固定資産

①　ソフトウェア

同左

②　土地使用権

　在外連結子会社（コウシュウアイ

パックキシャハイゲンユウゲンコン

ス）の土地使用権であり、土地使用契

約期間（50年）に基づき、毎期均等償

却しております。

②　土地使用権

同左

(3）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、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。

①　貸倒引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

②　賞与引当金

　親会社、国内連結子会社及び在外連結

子会社のキクチ・ド・ブラジル・リミタ

ダは、従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　退職給付引当金

　親会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

の見込額に基づき計上しております。

　また、数理計算上の差異については各

連結会計年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数（５年）によ

る定額法により按分した額を、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理して

おります。

③　退職給付引当金

同左

④　役員退職慰労引当金

　親会社は、役員（執行役員を含む）の

退職慰労金の支給に備えるため、内規に

基づく期末要支給額の100％を計上して

おります。

④　役員退職慰労引当金

同左

(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、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、負債、収益

及び費用は、連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は資本の部に

おける為替換算調整勘定に含めております。

同左

(5）重要なリース取引の処

理方法

　親会社及び国内連結子会社は、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

(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

件を満たしておりますので、特例処理を

採用しております。また、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。

①　ヘッジ会計の方法

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

為替予約

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　同左

 

ヘッジ対象　　借入金変動金利

外貨建金銭債権債務等

ヘッジ手段　　同左

 

③　ヘッジ方針

　外貨建取引の為替相場の変動リスクを

回避するために為替予約取引を利用し、

また、金利変動によるリスクを回避する

ために金利スワップ取引を利用しており

ます。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約取引については、ヘッジ手段

とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、

ヘッジ開始以降のキャッシュ・フローを

固定できるため、有効性の評価を省略し

ております。また、特例処理によってい

る金利スワップについて、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

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等（消費税及び地方消費税）の会計

処理

　税抜方式を採用しております。

消費税等（消費税及び地方消費税）の会計

処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。但し、金額

が僅少の場合には発生時の損益として処理

しております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

９．連結決算日の変更に関す

る事項

────── 連結財務諸表提出会社の平成17年12月

20日開催の定時株主総会において定款の

一部変更が決議され、決算日を９月30日

から３月31日に変更いたしました。

  変更の理由は、主要得意先と決算日を一

致させることにより、経営計画策定と事業

管理の強化を図ること等を目的としており

ます。

  このため、当連結会計年度は平成17年10

月１日から平成18年３月31日までの６ヶ月

間となっております。
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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

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

──────  （固定資産の減損に係る会計基準）

 　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。これ

により税金等調整前当期純利益は17,459千円減少しており

ます。なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以

降に開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委員会実務

対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。この結果、販売費及び一般管理費が31,196千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が同額減

少しております。

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は、次

のとおりであります。

※１．非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は、次

のとおりであります。

投資有価証券（株式） 2,948,735千円 投資有価証券（株式） 3,857,174千円

※２．無形固定資産に含まれる連結調整勘定

40,999千円

※２．無形固定資産に含まれる連結調整勘定

30,749千円

※３．担保に供している資産及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

※３．担保に供している資産及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

建物 1,039,948千円

土地 1,710,795

計 2,750,744

建物 997,746千円

土地 1,710,795

計 2,708,542

　上記資産のうち工場財団抵当に供している資産 　上記資産のうち工場財団抵当に供している資産

建物 296,097千円

土地 94,860

計 390,957

建物 279,430千円

土地 94,860

計 374,290

(ロ）担保資産に対応する債務 (ロ）担保資産に対応する債務

短期借入金 300,000千円

長期借入金 3,522,100

（１年以内返済予定の長期借入金を含む）

計 3,822,100

短期借入金 240,000千円

長期借入金 3,569,860

（１年以内返済予定の長期借入金を含む）

計 3,809,860

　上記のうち工場財団抵当に対応する債務 　上記のうち工場財団抵当に対応する債務

短期借入金 160,000千円

長期借入金 1,116,700

（１年以内返済予定の長期借入金を含む）

計 1,276,700

短期借入金 160,000千円

長期借入金 1,217,500

（１年以内返済予定の長期借入金を含む）

計 1,377,500

（注）親会社は、運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行４行（㈱東京三菱銀行、㈱三井住友銀

行、㈱ＵＦＪ銀行、㈱みずほコーポレート銀行）

と特別融資枠契約（シンジケーション方式によ

るコミットメントライン）を締結しております。

（注）親会社は、運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行３行（㈱三菱東京ＵＦＪ銀行、㈱三井

住友銀行、㈱みずほコーポレート銀行）と特別

融資枠契約（シンジケーション方式によるコミッ

トメントライン）を締結しております。

特別融資枠契約の総額 3,000,000千円

当連結会計年度末残高 1,500,000千円

特別融資枠契約の総額 5,000,000千円

当連結会計年度末残高 3,000,000千円

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式7,272,000株で

あります。

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式7,281,000株で

あります。

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,800株

であります。

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,400株

であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

※１．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 ※１．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 2,207千円 機械装置及び運搬具 3,829千円

工具器具及び備品 32千円

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※２．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 10,882千円

工具器具及び備品 365千円

機械装置及び運搬具 13,899千円

※３．固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 ※３．固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 2,890千円

工具器具及び備品 2,196千円

機械装置及び運搬具 318千円

※４．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　　　　　　　　　　　　　　　　  419,864千円

※４．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　　　　　　　　　　　　　　　　  295,692千円

 ────── ※５．減損損失

 当連結会計年度において、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類

 栃木県さくら市 遊休資産 土地 

当社グループは、管理会計上の区分を基準に、事業

用資産については工場別にグルーピングを行い、遊休

資産については個別資産ごとにグルーピングをしてお

ります。

 事業用資産及び共用資産については、減損の兆候は

ありませんでしたが、遊休資産については地価が著し

く下落したため減損処理を行い、帳簿価額を回収可能

価額まで減額しております。なお、回収可能価額は正

味売却可能価額により測定しており、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。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

　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

（平成17年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 3,029,524

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △800,673

現金及び現金同等物 2,228,850

 （千円）

現金及び預金勘定 1,738,277

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △510,000

現金及び現金同等物 1,228,277
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10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

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

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
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

782,000 296,177 485,822

工具器具及び
備品

368,434 248,137 120,296

その他 286,971 214,623 72,348

合計 1,437,405 758,938 678,467

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

782,000 337,504 444,495

工具器具及び
備品

372,461 233,734 138,727

その他 328,745 213,648 115,097

合計 1,483,207 784,887 698,319

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 227,629千円

１年超 585,133

合計 812,763

１年内 215,446千円

１年超 592,289

合計 807,736

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 262,097千円

減価償却費相当額 214,447千円

支払利息相当額 27,134千円

支払リース料 132,311千円

減価償却費相当額 95,349千円

支払利息相当額 12,060千円

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10％として

定率法で計算した各期の減価償却費相当額に

10／９を乗じた額を減価償却費相当額とする方法に

よっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成17年９月30日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 704,165 3,143,980 2,439,814 714,387 3,613,649 2,899,262

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 704,165 3,143,980 2,439,814 714,387 3,613,649 2,899,262

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － － － － －

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 704,165 3,143,980 2,439,814 714,387 3,613,649 2,899,262

２．時価のない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成17年９月30日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除

く）
232,428 232,428
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、通貨関連の為替予

約取引、金利関連では金利スワップ取引であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に関する取組方針

デリバティブ取引は、将来の為替変動・金利の変動に

よるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。

(2）取引に関する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動

リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で、

また、金利関連では借入金等の将来の金利市場におけ

る利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用し

ております。

(3）取引の利用目的

同左

①　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段　　金利スワップ

為替予約

①　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段　　　同左

 

　　ヘッジ対象　　借入金変動金利

外貨建金銭債権債務等

　　ヘッジ対象　　　同左

 

②　ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避するため

に為替予約取引を利用し、また、金利変動によるリ

スクを回避するために金利スワップ取引を利用して

おります。

②　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引については、ヘッジ手段とヘッジ対象

の重要な条件が同一であり、ヘッジ開始以降の

キャッシュ・フローを固定できるため、有効性の評

価を省略しております。また、特例処理によってい

る金利スワップについて、有効性の評価を省略して

おります。

③　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）取引に係るリスクの内容

為替予約取引については為替相場の変動によるリスク

を、金利スワップ取引については市場金利の変動によ

るリスクを認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左
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前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行、管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担

当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

為替予約取引及び金利スワップ取引については、ヘッ

ジ会計を適用しており、注記の対象から除いておりま

す。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成17年９月30日現在） 

当連結会計年度においては、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。

当連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

当連結会計年度においては、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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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けており

ます。

　このほか当社は、複数事業主制度に係る企業年金制度として、東京金属事業厚生年金基金（総合型）に加

入しております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成17年９月30日）

当連結会計年度

（平成18年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △1,729,067 △1,781,029  

(2）年金資産（千円） 939,994 1,012,623  

(3）未積立退職給付債務（千円）(1）＋(2） △789,073 △768,405  

(4）会計基準変更時差異の未処理額（千円） ―  ―  

(5）未認識数理計算上の差異（千円） 128,672 70,870  

(6）未認識過去勤務債務（千円） ― ―  

(7）
連結貸借対照表計上額純額（千円）

(3）＋(4）＋(5）＋(6）
△660,400 △697,534  

(8）前払年金費用（千円） ― ―  

(9）退職給付引当金（千円）(7）－(8） △660,400 △697,534  

　（注）　国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

(1）勤務費用（千円） 107,058 50,010  

(2）利息費用（千円） 37,131 16,819  

(3）期待運用収益（千円） △4,188 △9,399  

(4）会計基準変更時差異の費用処理額（千円） ― ―  

(5）過去勤務債務の費用処理額（千円） ― ―  

(6）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 48,729 28,622  

(7）退職給付費用（千円） 188,730 86,052  

　（注）１．簡便法を採用している国内連結子会社の退職給付費用は「(1）勤務費用」に計上しております。

２．上記のほか、厚生年金基金へ前連結会計年度及び当連結会計年度それぞれ16,625千円、16,430千円拠出して

おります。
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年９月30日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

(1）割引率（％） 2.0 2.0

(2）期待運用収益率（％） 0.5 2.0

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同　　　　左

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） ５ ５

５．複数事業主制度に係る企業年金制度（東京金属事業厚生年金基金）

　当社の拠出割合で按分した年金資産は前連結会計年度及び当連結会計年度それぞれ3,678,415千円、

4,132,476千円であります。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(単位：千円)

（流動）  

繰延税金資産  

未払事業税否認 34,448

賞与引当金損金算入限度超過額 180,410

たな卸資産の内部未実現利益 119,927

その他 100,255

繰延税金資産合計 435,042

（固定）  

繰延税金資産  

減価償却費損金算入限度超過額 478,374

退職給付引当金損金算入限度超過

額
260,187

役員退職慰労引当金 129,590

在外子会社の繰越欠損金等 1,007,213

固定資産の内部未実現利益 322,286

在外子会社の税務売上認識額 696,477

その他 98,692

繰延税金資産小計 2,992,822

評価性引当額 △11,588

繰延税金資産合計 2,981,234

繰延税金負債  

買換資産圧縮積立金 40,476

その他有価証券評価差額金 992,760

在外子会社の減価償却差額 1,481,536

その他 15,320

繰延税金負債小計 2,530,094

繰延税金資産の純額 451,139

(単位：千円)

（流動）  

繰延税金資産  

未払事業税否認 52,868

賞与引当金損金算入限度超過額 178,758

たな卸資産の内部未実現利益 3,068

その他 118,736

繰延税金資産合計 353,431

（固定）  

繰延税金資産  

減価償却費損金算入限度超過額 508,136

退職給付引当金損金算入限度超過

額
279,509

役員退職慰労引当金 133,704

在外子会社の繰越欠損金等 882,592

固定資産の内部未実現利益 349,536

在外子会社の税務売上認識額 618,522

その他 191,389

繰延税金資産小計 2,963,390

評価性引当額 △71,304

繰延税金資産合計 2,892,086

繰延税金負債  

買換資産圧縮積立金 38,768

その他有価証券評価差額金 1,179,709

在外子会社の減価償却差額 1,313,183

繰延税金負債小計 2,531,661

繰延税金資産の純額 360,425

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

(単位：％)

国内の法定実効税率 40.7

（調整）  

試験研究費税額控除 △2.1

関連会社持分法損益等 △1.2

その他 △2.3

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
35.1

(単位：％)

国内の法定実効税率 40.7

（調整）  

関連会社持分法損益等 △4.5

評価性引当額 2.9

外国税額控除 △1.4

海外連結子会社の税率差異 △2.7

その他 2.5

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
37.5
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、当連結グループは、車体プレス部品、厚物精密プレス部品等の

輸送用機器部品の製造・販売を主な事業としている専門メーカーでありますので、当該セグメント以外に開示基

準に該当するセグメントがありません。この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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年10月１日　至平成17年９月30日）

 
日本

（千円）
北米地域
（千円）

アジア地域
（千円）

中南米地域
（千円）

計（千円）
消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
21,737,333 8,016,014 7,188,732 2,027,811 38,969,892 ― 38,969,892

(2）セグメント間の内部

売上高
1,799,094 18,275 2,268 ― 1,819,639 (1,819,639) ―

計 23,536,428 8,034,290 7,191,001 2,027,811 40,789,531 (1,819,639) 38,969,892

営業費用 22,221,790 7,999,461 6,843,062 1,879,113 38,943,428 (1,900,276) 37,043,151

営業利益 1,314,637 34,828 347,938 148,698 1,846,102 (△80,637) 1,926,740

Ⅱ．資産 26,950,772 7,874,370 10,963,854 1,732,027 47,521,024 (4,394,084) 43,126,940

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米地域…………米国

(2）アジア地域………中国

(3）中南米地域………ブラジル

３．営業費用の消去又は全社の金額は、配賦不能営業費用を含んでおりません。

４．資産の消去又は全社の金額は、全社資産を含んでおりません。
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当連結会計年度（自平成17年10月１日　至平成18年３月31日）

 
日本

（千円）
北米地域
（千円）

アジア地域
（千円）

中南米地域
（千円）

計（千円）
消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
13,312,151 4,061,824 6,662,465 1,042,254 25,078,696 ― 25,078,696

(2）セグメント間の内部

売上高
1,075,228 13,673 1,906 6,822 1,097,632 (1,097,632) ―

計 14,387,379 4,075,498 6,664,372 1,049,077 26,176,328 (1,097,632) 25,078,696

営業費用 13,190,364 3,951,967 6,159,509 1,043,722 24,345,564 (1,295,864) 23,049,700

営業利益 1,197,015 123,531 504,863 5,354 1,830,764 (△198,232) 2,028,996

Ⅱ．資産 30,221,113 7,149,801 10,297,163 1,644,426 49,312,504 (4,177,416) 45,135,087

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米地域…………米国

(2）アジア地域………中国

(3）中南米地域………ブラジル

３．営業費用の消去又は全社の金額は、配賦不能営業費用を含んでおりません。

４．資産の消去又は全社の金額は、全社資産を含んでおりません。
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ｃ．海外売上高

最近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。

前連結会計年度（自平成16年10月１日　至平成17年９月30日）

 北米地域 アジア地域 中南米地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 9,737,522 8,080,416 2,330,504 20,148,443

Ⅱ．連結売上高（千円） － － － 38,969,892

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
25.0 20.7 6.0 51.7

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。

(1）北米地域…………米国、カナダ

(2）アジア地域………中国、タイ、マレーシア

(3）中南米地域………ブラジル

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

当連結会計年度（自平成17年10月１日　至平成18年３月31日）

 北米地域 アジア地域 中南米地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 6,345,489 7,136,772 1,259,411 14,741,673

Ⅱ．連結売上高（千円） － － － 25,078,696

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
25.3 28.5 5.0 58.8

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。

(1）北米地域…………米国、カナダ

(2）アジア地域………中国、タイ、マレーシア

(3）中南米地域………ブラジル

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年10月１日　至平成17年９月30日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

その他の関

係会社

本田技研

工業㈱

東京都

港区
86,067

原動機及び

輸送用機械

器具、農機具、

その他原動

機を利用し

た機械器具

の製造及び

販売

（被所有）

直接20.6
－ 

製品の販

売並びに

原材料及

び部品の

購入

当社製品

の販売
4,463,691

売掛金 1,435,062

未収入金 33,901

原材料の

購入
1,762,981

買掛金 961,289

未払金 1,922

　（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方法等

 (1)　販売価格の決定方法は、経済合理性に基づき市場価格及び当社の生産技術などを勘案して見積書を作成し、

それを得意先に提出のうえ、価格交渉を行い決定しております。

 (2)　原材料の購入については、市場価格を参考に価格交渉のうえ、一般取引条件と同様に決定しております。

 (3)　生産打ち切りによる金型等補償金の決定方法は、得意先の生産打ち切り等により発生する金型製作費等の

未回収部分を勘案して作成した補償申請書を提出のうえ、交渉を行い決定しております。

２．取引金額は、平成17年５月25日以降のものであります。

３．取引金額には、消費税等は含まれておりません。

当連結会計年度（自平成17年10月１日　至平成18年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

その他の関

係会社

本田技研

工業㈱

東京都

港区
86,067

原動機及び

輸送用機械

器具、農機具、

その他原動

機を利用し

た機械器具

の製造及び

販売

（被所有）

直接20.6
１ 

製品の販

売並びに

原材料及

び部品の

購入

当社製品

の販売
6,938,402

売掛金 1,610,130

未収入金 40,981

原材料の

購入
3,198,299

買掛金 1,224,953

未払金 1,703

　（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方法等

 (1)　販売価格の決定方法は、経済合理性に基づき市場価格及び当社の生産技術などを勘案して見積書を作成し、

それを得意先に提出のうえ、価格交渉を行い決定しております。

 (2)　原材料の購入については、市場価格を参考に価格交渉のうえ、一般取引条件と同様に決定しております。

 (3)　生産打ち切りによる金型等補償金の決定方法は、得意先の生産打ち切り等により発生する金型製作費等の

未回収部分を勘案して作成した補償申請書を提出のうえ、交渉を行い決定しております。

２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,892円07銭

１株当たり当期純利益金額 138円73銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 138円64銭

１株当たり純資産額 2,173円11銭

１株当たり当期純利益金額 152円25銭

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株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

 
前連結会計年度

(自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,038,678 1,127,083

普通株主に帰属しない金額（千円） 32,000 19,500

（うち利益処分による役員賞与金） (32,000) (19,500)

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,006,678 1,107,583

期中平均株式数（株） 7,256,135 7,274,792

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数（株） 5,052 ─

（うち新株引受権） (5,052) (─)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要

― ―
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５．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

前連結会計期間
（自平成16年10月１日
至平成17年９月30日）

当連結会計期間
（自平成17年10月１日
至平成18年３月31日）

自動車部品関連事業（千円） 39,736,562 25,436,564

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

事業の種類別
セグメントの名称

前連結会計期間
（自平成16年10月１日
至平成17年９月30日）

当連結会計期間
（自平成17年10月１日
至平成18年３月31日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

自動車部品関連事業（千円） 38,855,391 9,754,605 27,440,087 12,115,996

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

事業の種類別
セグメントの名称

前連結会計期間
（自平成16年10月１日
至平成17年９月30日）

当連結会計期間
（自平成17年10月１日
至平成18年３月31日）

自動車部品関連事業（千円） 38,969,892 25,078,696

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．最近２連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のと

おりであります。

相手先

前連結会計年度
（自平成16年10月１日
至平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自平成17年10月１日
至平成18年３月31日）

金額
（千円）

割合
（％）

金額
（千円）

割合
（％）

本田技研工業株式会社 12,522,491 32.1 6,938,402 27.7

広州本田汽車有限公司 6,647,634 17.1 5,346,541 21.3

スバル・オブ・インディアナ・

オートモーティブ・インコーポ

レーテッド

7,152,384 18.3 3,869,887 15.4

富士重工業株式会社 3,039,206 7.8 1,529,054 6.1

合計 29,361,716 75.3 17,683,886 70.5

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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６．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
前連結会計年度（自平成16年10月１日　至平成17年９月30日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年10月１日　至平成18年３月31日）

該当事項はありません。
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