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１． １８年３月期の連結業績（平成１７年 ４月 １日～平成１８年 ３月３１日） 
(1) 連結経営成績 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

32,363 9.6 6,417 24.1 6,846 26.518 年 3 月期 
17 年 3 月期 29,533 14.3 5,172 28.1 5,412 30.8
 

 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 ％ ％ ％

4,106 24.1 84.60 84.10 6.8 9.6 21.218 年 3 月期 
17 年 3 月期 3,309 12.0 68.69 68.40 6.2 8.8 18.3

(注)①持分法投資損益           18 年 3 月期   11 百万円 17 年 3 月期    4 百万円 
    ②期中平均株式数(連結)    18 年 3 月期 48,537,923 株   17 年 3 月期 48,187,075 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 
 
(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 
17 年 3 月期 

78,203 
64,319 

65,204
55,412

83.4 
86.2 

1,335.89
1,145.32

(注)期末発行済株式数(連結)     18 年 3 月期 48,809,926 株  17 年 3 月期 48,382,244 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 
17 年 3 月期 

4,912 
3,173 

△1,538
△1,047

△977 
△685 

16,405
14,242

(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 ２０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)   －社 (除外)   －社    持分法 (新規)   －社 (除外)   －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 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 百万円 百万円 百万円

中  間  期 16,250 3,250 3,450 2,075

通   期 32,500 6,500 6,900 4,150
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  ８４円 ６２銭 

 

※上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因に
よって異なる可能性があります。上記の予想に関連する事項については、添付資料の５ページの「経営成績
及び財政状態１．経営成績（２）次期の見通し」を参照ください。 



当社の企業集団は、子会社２１社及び関連会社１社で構成されております。

その事業は、鋼球、精機部品、送風機及び機械の製造販売を主な内容とし、その他賃貸事業を

展開しております。

企 業 集 団 の 状 況

得                              意                              先

当                              社

関 連 会 社
㈱西川精工
（製造販売）

子   会   社
椿鋼球㈱

（製造販売）

       子    会    社
HOOVER PRECISION
  PRODUCTS，INC．
HOOVER PRECISION
  PRODUCTS，LLC．

            （製造販売他）
     子    会    社
TBK HOLDINGS，INC．
HPP HOLDINGS，INC．
BALEROS MEXICANOS
  SA de CV
BALMEX OPERACIONES
  SA de CV
椿興産㈱
㈲ﾌｰﾊﾞｰ･ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ
㈲ﾌｰﾊﾞｰ･ﾊﾟｰｿﾅﾙ
㈲ﾌｰﾊﾞｰ･ｻｰﾋﾞｽ

     （投資管理他）

     子   会   社
TSUBAKI HOOVER
  MEXICO, S.A. DE C.V.
TSUBAKI-HOOVER
  HUNGARY LTD.
椿中島機械（太倉）
　　　　　　　有限公司
重慶鋼球有限責任公司
TSUBAKI-HOOVER
 POLSKA Sp. Zo. o.

      （製造販売）

       子    会    社
㈱管理事業
㈱鋼球事業
㈱ボールネジ
㈱ボールウェイ
㈱送風機事業
（各種請負）



経 営 方 針 
 
 
１．経営の基本方針 

当社は社是として、「誠」 「和」を掲げております。「誠」は真心であり、誠心誠意お客様に

満足と安心を提供し、「和」は聖徳太子の“和を以て尊しとし、逆う事のなきを宗とせよ”の教

えに従い、人間尊重を基本として、和平融合によって、働きがいのある環境のもとで、豊かな価

値を創造し、社会に貢献する経営を行っております。 

 

２．利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の利益を最も重要な課題のひとつと考え、事業の経営に当たっております。産業

界の急速な技術革新に対応した製品開発と海外の事業展開を積極的に推進し、長期にわたり、安

定的な経営基盤の確保に努めるとともに、配当についても安定的な配当の継続を重視し、業績に

裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針としております。 

 

３．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

  当社は、株式市場において適正な株価が形成されるためには、株式の充分な流動性と多くの投

資家の市場への参加が必要であると考え、平成 17 年 11 月１日より投資単位を 500 株から 100 株

に引き下げました。 

 

４．中長期的な経営戦略 

当社がさらに発展していくためには、ナノ技術（１０億分の１の精度）の開発に総力を結集し

て取り組み、世界最高レベルの品質によって、世界中のお客様に最高の満足を提供することであ

ります。鋼球部門におきましては、中国にある椿中島機械（太倉）有限公司並びに買収した重慶

鋼球有限責任公司を軌道に乗せ、更に欧州では TSUBAKI－HOOVER HUNGARY LTD.と TSUBAKI-HOOVER 

POLSKA Sp. Zo. o.の生産拡大を図ります。それにより、日・欧・米・中の世界四極で最適地生

産体制の確立を図り、グローバルな事業活動を積極的に展開してまいります。また、精機部門で

は、品質、価格面で非常に評価の高い CB シリーズ及び FB シリーズ等のボールねじの市場での絶

対的地位を確保すべく取り組んでおります。尚、各部門共新製品の開発、新市場の開拓を進めて

おります。 

 

５．会社の対処すべき課題 

経済のグローバル化が進行する中、ますます企業間競争が激化してくるものと予想されます。

当社は、経営全般の効率化をより一層追求するとともに、世界の主要市場に展開している各事業

の生産・販売システムの再編によって、国際競争力の強化を図るとともにガラスボールレンズ、

セラミックボール入りＦＢボールねじ等の新製品の開発に力を入れていく所存であります。 

 

６．親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 



経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 

 

１．経営成績 

（１）当連結会計年度の業績の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格・原材料価格の高騰があったものの需要増

による企業収益の回復により設備投資が引続き活況を呈しました。また、雇用状勢の改善に伴

い個人消費も底堅い動きを見せるなど景気は堅調に推移しました。 

海外におきましては、米国、欧州とも総じて好調に推移し中国も高成長を続ける等、世界同

時好況が継続致しました。 

このような状況のもと当グループは、収益力の更なる向上のため需要の増加に対応すべく海

外子会社と連携を密にし設備の増強と相俟って生産性の向上、品質の改善、並びに新市場の開

拓、新製品の開発を進め信頼の高い製品を提供して参りました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は 323 億 6 千 3百万円（対前年同期比 9.6%増）となりま

した。 

収益面につきましては、営業利益は64億1千7百万円（同24.1%増）、経常利益は68億4千6百万

円（同26.5%増）、当期純利益は41億6百万円（同24.1%増）となりました。 

 

セグメント別状況 

事業別セグメント 

①鋼球事業 

日本では自動車産業の好調を背景にベアリング用鋼球の需要は相変わらず旺盛であり、そ

の他のセラミック球、ガラスボールレンズ等も増加傾向にあります。 

一方、海外では米国及び欧州とも日系自動車メーカーの好調によりベアリング用鋼球は堅

調に推移しました。その他医療用等の特殊品も好調を持続しました。また中国の生産も軌道

に乗り、家電向け自動車向けを中心に順調に推移しました。尚今後の発展に対応すべく重慶

鋼球有限責任公司の買収を行いました。 

鋼球事業の売上高は 241 億 3 千 1百万円（同 8.2%増）となり営業利益は 46億 1 千万円（同

21.9%増）となりました。 

②精機事業 

工作機械及び射出成形機等の設備投資関連のボールねじの需要は前期に引続き旺盛であ

り、需要に対応すべく設備の増強を行い好調に推移しました。この結果、売上高は 66 億 1

千 8 百万円（同 12.5%増）、営業利益は 17 億 5 千 8 百万円（同 28.8%増）となりました。 

③送風機及び機械事業 

送風機業界は素材メーカー等の好調により受注状況に一部改善がみられ、またメンテナン

ス面での若干の増加もあり売上高は9億2千4百万円（同45.4%増）、営業利益は2億1千2百万

円（同79.4%増）となりました。 

④賃貸事業他 

賃貸事業その他については特に変動はなく売上高は6億8千8百万円（同2.8％減）、営業利

益は4億1百万円（同5.5%減）となりました。 

 



所在地別セグメント 

①本国 

鋼球事業部門は自動車産業の好調によりベアリング用鋼球の需要は相変わらず旺盛に推

移し、その他のセラミック球、ガラスボールレンズ等も順調に増加しました。 

精機事業部門は工作機械及び射出成形機等の設備投資関連のボールねじの需要が引続き

好調に推移しました。この結果、売上高は198億５千１百万円(同9.5％増)となり、営業利

益は60億２千３百万円(同18.2％増)となりました。 

 

②北中米 

北中米においては、米系自動車メーカー向けの需要は不振でしたが日系自動車メーカーに

対する需要や医療用、軍事、原子力用の特殊品が好調に推移し、またニッチ市場の拡大に

も努力しました。この結果、売上高は86億６千万円(同11.4％増)となり、営業利益は９億

１百万円(同52.8％増)となりました。 

 

③欧州 

欧州においては、日系自動車メーカーに対するベアリング用鋼球の需要の増加や客先の増

加に伴い、生産の増強と品質の改善を行いました。またプラスチック球の販売、ニードルロ

ーラーの増産等拡販に努力しましたが、現地通貨高の影響により、売上高は34億７千２百万

円（同2.6％増）となり営業利益は５千５百万円（同49.6％減）となりました。 

 

④その他 

 中国においては、椿中島機械（太倉）有限公司も軌道に乗りつつあり家電向け自動車向け

を中心に順調に推移しており、今後の急激な需要の増加に対応すべく重慶鋼球有限責任公司

を買収しました。この結果、売上高は３億８千万円（同48.3％増）営業利益は４千６百万円

（同－）となりました。 

 

（２）次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、原油価格の高騰による諸物価への影響、為替の変動等不透

明な要素がありますが、国内の自動車関連や設備投資関連は引続き好調に推移すると予想さ

れます。当グループといたしましてはこのような環境下において各事業部門とも現状を把握

し、国内外を含め需要の増加に対応出来る体制を構築すると共に各海外子会社の品質及びコ

ストの改善、特に買収した重慶鋼球有限責任公司は急成長するアジアの発展に対応出来る様

指導を行い、各国の輸出入の連携を最大限に活かすと共に新製品・新市場の開拓に努力し企

業価値を高めるべく全社一致団結して取組む所存でございます。 

以上により平成 19 年３月期の業績見通しは次のとおりであります。 



 

① 連結業績見通し 

売 上 高 32,500 百万円 (前期比 100.4 ％) 

営 業 利 益 6,500 百万円 (前期比 101.3 ％) 

経 常 利 益 6,900 百万円 (前期比 100.8 ％) 

当 期 純 利 益 4,150 百万円 (前期比 101.1 ％) 

② 単独業績見通し 

売 上 高 21,000 百万円 (前期比 100.3 ％) 

営 業 利 益 4,900 百万円 (前期比 100.1 ％) 

経 常 利 益 5,200 百万円 (前期比 100.8 ％) 

当 期 純 利 益 3,100 百万円 (前期比 100.9 ％) 

 

 

（３）その他 

平成１３年８月８日、当社において盗難により紛失した当社保有株式につきましては、（株）

ＵＦＪホールディングス株券 2,374 株（現 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ株券

1,471.88 株）を除いた全ての株券の返還を受けております。この（株）ＵＦＪホールディング

ス株券 2,374 株につきましては、高知地方裁判所の執行官により保管されており、平成１７年

１１月１日に高知地方裁判所に株券引渡訴訟を提起しましたが、当社の都合により平成１８年

４月１５日に訴えの取り下げを行いました。平成２１年度の上場株券不発行の一斉移行時には

当社の損失発生の危険性は無くなるものと判断しております。 

 

２．財政状態 

（１）キャッシュ・フローの状況 

   当連結会計年度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、164

億５百万円と前連結会計年度末と比べ 21 億６千３百万円の増加となりました。当連結会計年

度の各活動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。 

 

 ①（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、前年同期に比べ 17 億３千８百万円増加し 49 億１千２百

万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が 68 億２千５百万円と前年同期に

比べ 14 億６百万円の増加となったこと等によるものです。 

 ②（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、前年同期に比べ ４億９千万円増加し 15 億３千８百万円

となりました。これは主に、有価証券、投資有価証券の取得及び売却による収入の純額での増

加が５億５千万円あったものの、有形固定資産、無形固定資産の取得及び売却による支出の純

額での増加が３億４百万円、非連結子会社株式の取得による支出が２億２千１百万円、貸付け

による支出が４億６千９百万あったこと等によるものです。 



 ③（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、前年同期に比べ２億９千１百万円増加し９億７千７百万円

となりました。これは主に、自己株式の売却による収入が２億５百万円増加したものの、配当

金の支払額が４億９千万円増加したこと等によるものです。 

 

（２）キャッシュ・フロー指標の推移 

 平成 15 年 

3 月期 

平成 16 年 

3 月期 

平成 17 年 

3 月期 

平成 18 年 

3 月期 

自己資本比率 87.4％ 87.0％ 86.2％ 83.4％

時価ベースの自己資本比率 62.4％ 117.5％ 101.9％ 141.1％

債務償還年数 0.0 年 0.0 年 0.0 年 0.0 年

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ 
6,512.8 倍 1,048.5 倍 881.0 倍 1,837.4 倍

（注）各指標の算出基準は以下のとおりです。いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  自己資本比率：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 

株式時価総額：期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後） 

有利子負債：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 

営業キャッシュ・フロー：連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローの数値 

利払い：連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額 

 

３．事業等のリスク 

  当社グル－プの経営成績、株価及び財政状況に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因につい

ては以下のものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判

断したものであります。 

 

（１）景気変動 

当社グループの売上高は、各国の景気の変動即ち好況時と不況時により大きく左右され、

売上高の増減は損益にも影響を与え、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。 



 

（２）需要業界の動向 

当社グループの売上高の大半はベアリング業界及び工作機械業界に依存しております。従

って、ベアリング業界又は工作機械業界に急激な需要変動があった場合、経営成績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（３）海外売上高及びレートの変動 

当社グループの連結売上高に占める海外売上高の構成比率は、４０％以上あり海外におけ

る受注動向により売上高に変動のあった場合、又為替レートに大幅な変動があった場合、経

営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（４）製品の品質 

当社グループは、顧客の求める品質を確保し継続的に適正な製品を納入し、さらなる品質

向上に努めております。若し、重大な品質上の事故が発生した場合は、影響を及ぼす可能性

がありますが、品質保証部署により、事前に社外への流出の防止に努力しております。 

 

（５）災害の発生 

当社グループの生産拠点が、地震・風水害・火災により災害が発生した場合は、事業所毎

に自衛団を組織して、被害を最小限にとどめるべく努力を致しますが、被害状況により、経

営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（６）保有有価証券の価格変動について 

当社グループが保有する投資有価証券は、期末の終値を基準として連結貸借対照表に計上

されております。 

従って保有有価証券の著しい価格変動等があった場合、経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。 
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【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３月31日) 
当連結会計年度 

(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
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  14,242  16,405

２ 受取手形及び売掛金  9,059  9,540

３ 有価証券  ―  709

４ たな卸資産  9,922  10,915

５ 繰延税金資産  700  763

６ その他  195  305

７ 貸倒引当金  △24  △51

流動資産合計  34,094 53.0  38,587 49.3

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※３  

(1) 建物及び構築物  11,659 12,139 

減価償却累計額  6,456 5,203 6,807 5,331

(2) 機械装置及び運搬具  29,899 31,257 

減価償却累計額  23,753 6,146 25,009 6,248

(3) 工具器具備品  1,965 1,960 

減価償却累計額  1,705 259 1,730 229

(4) 土地  3,357  3,414

(5) 建設仮勘定  270  335

有形固定資産合計  15,237  15,560

２ 無形固定資産  173  178

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※1,6 14,163  22,507

(2) 長期貸付金  20  490

(3) 繰延税金資産  137  179

(4) その他 ※１ 530  735

(5) 貸倒引当金  △38  △35

投資その他の資産合計  14,813  23,876

固定資産合計  30,224 47.0  39,615 50.7

資産合計  64,319 100.0  78,203 100.0
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前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
当連結会計年度 

(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
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金  1,459  1,339

２ 未払法人税等  1,291  1,625

３ 未払費用  755  735

４ 賞与引当金  301  338

５ その他  326  333

流動負債合計  4,135 6.4  4,372 5.6

Ⅱ 固定負債   

１ 繰延税金負債  2,813  6,511

２ 退職給付引当金  282  390

３ 役員退職引当金  1,218  1,271

４ その他  457  453

固定負債合計  4,771 7.4  8,626 11.0

負債合計  8,906 13.8  12,998 16.6

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※４ 8,443 13.1  8,443 10.8

Ⅱ 資本剰余金  10,845 16.9  10,896 13.9

Ⅲ 利益剰余金  35,831 55.7  38,484 49.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金  4,444 6.9  10,102 12.9

Ⅴ 為替換算調整勘定  △1,949 △3.0  △943 △1.2

Ⅵ 自己株式 ※５ △2,201 △3.4  △1,779 △2.2

資本合計  55,412 86.2  65,204 83.4

負債・資本合計  64,319 100.0  78,203 100.0
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② 【連結損益計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(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) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  29,533 100.0  32,363 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1,2 21,717 73.5  22,895 70.7

売上総利益  7,816 26.5  9,468 29.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  

１ 発送配達費  476 560 

２ 貸倒引当金繰入額  ― 0 

３ 役員報酬  346 383 

４ 従業員給料賞与  628 801 

５ 賞与引当金繰入額  157 98 

６ 退職給付費用  28 34 

７ 役員退職引当金繰入額  54 54 

８ 減価償却費  34 33 

９ 支払手数料  299 200 

10 その他  617 2,643 9.0 884 3,050 9.5

営業利益  5,172 17.5  6,417 19.8

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  53 134 

２ 受取配当金  71 106 

３ 為替差益  55 118 

４ 持分法による投資利益  4 11 

５ その他  70 255 0.9 76 447 1.4

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  0 0 

２ 売上割引  9 16 

３ 手形売却損  3 2 

４ その他  1 15 0.1 0 19 0.0

経常利益  5,412 18.3  6,846 21.2

Ⅵ 特別利益   

１ 投資有価証券売却益  11 ― 

２ 固定資産売却益 ※３ 14 0 

３ 貸倒引当金戻入益  0 26 0.1 ― 0 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産処分損 ※４ 20 20 0.1 22 22 0.1

税金等調整前当期純利益  5,418 18.3  6,825 21.1

法人税、住民税及び事業税  2,286 2,861 

法人税等調整額  △177 2,108 7.1 △142 2,719 8.4

当期純利益  3,309 11.2  4,106 12.7
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③ 【連結剰余金計算書】 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(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  10,880  10,845

Ⅱ 資本剰余金増加高   

   自己株式処分差益  ― ― 51 51

Ⅲ 資本剰余金減少高   

   自己株式処分差損  35 35 ― ―

Ⅳ 資本剰余金期末残高  10,845  10,896

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  33,635  35,831

Ⅱ 利益剰余金増加高   

   当期純利益  3,309 3,309 4,106 4,106

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  962 1,452 

 ２ 役員賞与  97 ― 

   (うち監査役賞与)  (9) (―)

 ３ 自己株式処分差損  55 1,114 ― 1,452

Ⅳ 利益剰余金期末残高  35,831  38,484
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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４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(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) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益  5,418 6,825 

２ 減価償却費  1,632 1,599 

３ 貸倒引当金の増減額(△は減少)  △4 22 

４ 賞与引当金の増加額  2 36 

５ 退職給付引当金の増加額  103 108 

６ 役員退職引当金の増加額  33 53 

７ 受取利息及び受取配当金  △124 △241 

８ 支払利息  0 0 

９ 持分法による投資利益  △4 △11 

10 投資有価証券売却益  △11 ― 

11 固定資産売却益  △14 △0 

12 固定資産処分損  20 22 

13 役員賞与の支払額  △97 ― 

14 売上債権の増加額  △1,442 △257 

15 たな卸資産の増加額  △1,169 △568 

16 仕入債務の増減額(△は減少)  192 △185 

17 未払消費税等の増減額(△は減少)  14 △13 

18 その他  536 △210 

小計  5,085 7,177 

19 利息及び配当金の受取額  124 240 

20 利息の支払額  △0 △0 

21 法人税等の支払額  △2,036 △2,506 

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,173 4,912 

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  ― △709 

２ 投資有価証券の取得による支出  △541 △1,660 

３ 投資有価証券の売却による収入  591 2,919 

４ 有形固定資産の取得による支出  △1,164 △1,426 

５ 有形固定資産の売却による収入  69 27 

６ 無形固定資産の取得による支出  △2 △0 

７ 貸付けによる支出  ― △469 

８ 非連結子会社への出資による支出  ― △221 

９ その他  0 2 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,047 △1,538 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 自己株式の売却による収入  295 500 

２ 自己株式取得による支出  △19 △25 

３ 配当金の支払額  △961 △1,451 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △685 △977 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  285 △233 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,726 2,163 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  12,515 14,242 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  14,242 16,405 
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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 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 

子会社はすべて連結しております。 

連結子会社の数 20社 

 椿鋼球㈱  椿興産㈱  ㈱管理事業 

 ㈱鋼球事業  ㈱ボールネジ ㈱ボールウェイ

㈱送風機事業 ㈲フーバー・パーソナル他２社

 TBK HOLDINGS,INC. (アメリカ) 

 HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. (アメリカ) 

 HPP HOLDINGS,INC. (アメリカ) 

 TSUBAKI HOOVER MEXICO,S.A.DE C.V. 

他２社(メキシコ)

 HOOVER PRECISION PRODUCTS,LLC. (アメリカ) 

 TSUBAKI-HOOVER HUNGARY LTD. (ハンガリー) 

 TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp.Zo.o.(ポーランド)

椿中島機械(太倉)有限公司(中国) 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 20社 

 椿鋼球㈱  椿興産㈱  ㈱管理事業 

 ㈱鋼球事業  ㈱ボールネジ ㈱ボールウェイ

㈱送風機事業 ㈲フーバー・パーソナル他２社

 TBK HOLDINGS,INC. (アメリカ) 

 HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. (アメリカ) 

 HPP HOLDINGS,INC. (アメリカ) 

 TSUBAKI HOOVER MEXICO,S.A.DE C.V. 

他２社(メキシコ)

 HOOVER PRECISION PRODUCTS,LLC. (アメリカ) 

 TSUBAKI-HOOVER HUNGARY LTD. (ハンガリー) 

 TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp.Zo.o.(ポーランド)

椿中島機械(太倉)有限公司(中国) 

 

主要な非連結子会社 

重慶鋼球有限責任公司(中国) 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であり、総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数 １社

 ㈱西川精工 

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数 １社

 ㈱西川精工 

持分法を適用していない非連結子会社 

 重慶鋼球有限責任公司(中国) 

（持分法を適用していない理由） 

 持分法非適用会社は、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、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 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうちHPP MANUFACTURING de MEXICO 

SA de CV 、 BALMEX OPERATIONS SA de CV 、

TSUBAKI HOOVER MEXICO,S.A.DE C.V.、TSUBAKI-

HOOVER HUNGARY LTD. 及び椿中島機械(太倉)有限

公司の決算日は、平成16年12月31日であります。

なお、連結財務諸表作成に当たっては、HPP 

MANUFACTURING de MEXICO  SA de CV、 BALMEX 

OPERATIONS SA de CV、TSUBAKI-HOOVER HUNGARY 

LTD、TSUBAKI HOOVER MEXICO S.A. DE C.V.につ

いては、従来は同決算日現在の財務諸表を使用し

ておりましたが、当連結会計年度より、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、椿中島機械(太倉)有限公司

については平成16年12月31日現在の財務諸表を使

用しております。ただし、平成17年１月１日から

連結決算日平成17年３月31日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上必要な調整を行

っております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうちBALEROS MEXICANOS SA de CV、

BALMEX OPERACIONES SA de CV、TSUBAKI HOOVER 

MEXICO,S.A.DE C.V. 、 TSUBAKI-HOOVER HUNGARY 

LTD. 及び椿中島機械(太倉)有限公司の決算日

は、平成17年12月31日であります。 

なお、連結財務諸表作成に当たっては、BALEROS 

MEXICANOS SA de CV、BALMEX OPERACIONES SA de 

CV 、 TSUBAKI-HOOVER HUNGARY LTD 、 TSUBAKI 

HOOVER MEXICO S.A. DE C.V.については、従来は

同決算日現在の財務諸表を使用しておりました

が、当連結会計年度より、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、椿中島機械(太倉)有限公司については

平成17年12月31日現在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、平成18年１月１日から連結決算日

平成18年３月31日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整を行っておりま

す。 



ファイル名:080_a_9364400101806 更新日時:2006/05/17 10:37 印刷日時:06/05/18 10:50 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 

   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出) 

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 

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 

③ たな卸資産 

   主として個別法及び総平均法による原価法に

より評価しております。在外連結子会社は、

先入先出法による低価法により評価しており

ます。 

③ 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 

   国内会社は、定率法による減価償却を実施し

ております。ただし、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、定額法によっております。なお、耐用年

数については、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。在外連結子会社

は、定額法を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 ６年から50年

機械装置及び運搬具 ４年から14年

(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 

同左 

② 無形固定資産 

   定額法を採用しております。なお、耐用年数

については、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。ただし、ソフトウ

ェア(自社利用分)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 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

   提出会社は、債権等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勘案し、回収不能見込額

を計上しております。在外連結子会社は、債

権の回収可能性に応じた貸倒見積額を計上し

ております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

② 賞与引当金 

   提出会社及び国内連結子会社は、従業員賞与

の支給に備えるため、支給見込額を計上して

おります。 

② 賞与引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

   提出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

ける簡便法による退職給付債務の額に基づき

計上しております。 

   一部の在外連結子会社は、米国財務会計基準

(FASBステートメント)No.87(年金の会計処

理)等に基づく処理方法によっております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

    

④ 役員退職引当金 

   提出会社及び国内連結子会社１社は将来支出

の見込まれる役員退職金の支給に備えるた

め、会社内規に基づいて算定される期末要支

給額を引当計上しております。 

   在外連結子会社は、退職年金制度を採用して

おります。 

④ 役員退職引当金 

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

の基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外連結子会社等

の資産、負債、収益及び費用は、期末日の直物

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。 

(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 

同左 

(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。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっております。 

   なお、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。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

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 為替予約取引 

ヘッジ対象 外貨建債権・債務及び外貨建

予定取引 
 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

   外貨建取引について将来の為替リスクを回避

するため、実需原則に基づき為替予約取引を

行っており、投機目的や１年を超える長期予

約は行っておりません。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

   ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認す

ることにより有効性を評価しております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

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。 

(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方法は、全面

時価評価法によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定は、原則として５年間で均等償却

しております。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

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。 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

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ヵ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっておりま

す。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左 
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会計処理の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４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) 

 当連結会計年度から「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

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(損益計算書) 

 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「売上割引」については、当連

結会計年度において営業外費用の100分の10を超えるこ

ととなったため、当連結会計年度より区分掲記すること

といたしました。 

 なお、前連結会計年度の「売上割引」は６百万円であ

ります。 

 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「手形売却損」については、当

連結会計年度において営業外費用の100分の10を超える

こととなったため、当連結会計年度より区分掲記するこ

とといたしました。 

 なお、前連結会計年度の「手形売却損」は１百万円で

あります。 

――― 
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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３月31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係る注記 

   下記の科目に含まれている非連結子会社および関

連会社に対するものは次のとおりであります。 

    固定資産 

  投資有価証券(株式) 3百万円
 

※１ 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

   下記の科目に含まれている非連結子会社および関

連会社に対するものは次のとおりであります。 

 

  投資有価証券(株式) 14百万円

  その他(出資金) 221百万円
 

 ２ 輸出手形割引高 12百万円
 

 ２         ―― 
 

※３ 国庫補助金等により取得した有形固定資産の取得

価額から圧縮累計額132百万円を直接控除してお

ります。 

※３         同左 

※４ 発行済株式総数は、普通株式50,568,283株であり

ます。 

※４         同左 

※５ 連結会社及び関連会社が保有する自己株式の数

は、普通株式2,554,739株であります。 

※５ 連結会社及び関連会社が保有する自己株式の数

は、普通株式1,758,357株であります。 

※６ 平成13年８月８日、当社において盗難により紛失

した当社保有株式の㈱三井住友銀行株券

1,221,000株、㈱ＵＦＪホールディングス株券

2,559株、㈱三菱東京フィナンシャル・グループ

株券35株の３銘柄については公示催告による株券

再発行、裁判勝訴等により一部が戻り、裁判係属

中であった㈱三井住友銀行株券900,000株と㈱Ｕ

ＦＪホールディングス株券2,374株の２銘柄は平

成16年４月15日の高松高等裁判所において勝訴の

判決を受け、平成16年９月30日に上告棄却の決定

が下り勝訴が確定しました。㈱三井住友銀行株券

900,000株は平成17年１月に引渡しを受けまし

た。㈱ＵＦＪホールディングス株券2,374株につ

いては高知地方裁判所の執行官により保管されて

おります。 

※６ 平成13年８月８日、当社において盗難により紛

失した当社保有株式につきましては、（株）Ｕ

ＦＪホールディングス株券2,374株（現 ㈱三菱

ＵＦＪフィナンシャル・グループ株券1,471.88

株）を除いた全ての株券の返還を受けておりま

す。この（株）ＵＦＪホールディングス株券

2,374株につきましては、高知地方裁判所の執行

官により保管されており、平成17年11月１日に

高知地方裁判所に株券引渡訴訟を提起しました

が、当社の都合により平成18年４月15日に訴え

の取り下げを行いました。平成21年度の上場株

券不発行の一斉移行時には当社の損失発生の危

険性は無くなるものと判断しております。 
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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４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 売上原価に算入されているたな卸資産の低価基準

による評価減の金額は次のとおりであります。 

前期たな卸資産評価減戻入額 △301百万円

当期たな卸資産評価減額 327百万円
 

※１ 売上原価に算入されているたな卸資産の低価基準

による評価減の金額は次のとおりであります。 

前期たな卸資産評価減戻入額 △327百万円

当期たな卸資産評価減額 240百万円
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、104百万円であります。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、84百万円であります。 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置売却益 14百万円
 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置売却益 0百万円
 

※４ 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

機械装置売却損 4百万円

機械装置除却損 11百万円

構築物除却損 3百万円

工具器具備品等除却損 1百万円
 

※４ 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

機械装置除却損 10百万円

建物除却損 7百万円

工具器具備品除却損 3百万円

その他 1百万円
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(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４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(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期末残高と連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

現金及び預金期末残高 14,242百万円

現金及び現金同等物の期末残高 14,242百万円
  

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

現金及び預金期末残高 16,405百万円

現金及び現金同等物の期末残高 16,405百万円
  

 

(リース取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 

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 

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 

  
機械装置
及び運搬具 
(百万円)

 
工具器具 
備品 

(百万円) 
 

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額 

 5  30  35

減価償却 
累計額相当額 

 5  13  19

期末残高 
相当額 

 0  16  16

       

 
工具器具
備品 

(百万円)
 

合計 
(百万円) 

取得価額 
相当額 

25  25 

減価償却 
累計額相当額

14  14 

期末残高 
相当額 

11  11 

    
２ 未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 5百万円

 １年超 11百万円

 合計 16百万円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 4百万円

 １年超 6百万円

 合計 11百万円
 

 (注) なお、取得価額相当額及び未経過リース料期末

残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」によっております。 

 (注)         同左 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 7百万円

減価償却費相当額 7百万円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 5百万円

減価償却費相当額 5百万円
 

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、残存価額をゼロとする

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 
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(有価証券関係) 

(前連結会計年度)(平成17年３月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 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) 

(連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの) 

 

(1) 株式 4,592 11,973 7,380

(2) 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3) その他 16 23 7

小計 4,609 11,996 7,387

(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 72 67 △4

(2) 債券  

国債・地方債等 1,495 1,495 ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3) その他 1 1 ―

小計 1,569 1,564 △4

合計 6,178 13,560 7,382

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 
 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

591 11 ―

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 
 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) その他有価証券  

   非上場株式 598 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 3 

 

４ その他有価証券のうち満期があるもの 
 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

(1) 債券  

国債・地方債等 ― 297 ― 1,198

社債 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

(2) その他 ― 24 ― ―

合計 ― 322 ― 1,198
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(当連結会計年度)(平成18年３月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 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) 

(連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの) 

 

(1) 株式 4,660 21,555 16,895

(2) 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3) その他 16 34 18

小計 4,676 21,590 16,913

(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 10 10 ―

(2) 債券  

国債・地方債等 698 698 ―

社債 1,000 867 △132

その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 1,709 1,576 △132

合計 6,386 23,167 16,781

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 
 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

2,919 ― ―

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 
 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) その他有価証券  

   非上場株式 34 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 14 

 

４ その他有価証券のうち満期があるもの 
 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

(1) 債券  

国債・地方債等 ― 698 ― ―

社債 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

(2) その他 ― 34 ― ―

合計 ― 733 ― ―
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 当グループ会社は、営業取引から生じた外貨建債権債

務について、将来の為替リスクを回避するため為替予約

を行っており、実需原則を遵守し投機目的のための為替

予約や１年を超える長期予約は行っておりません。 

 当グループ会社が利用している為替予約は為替相場の

変動によるリスクを有しておりますが、その契約先はい

ずれも信用度の高い銀行であり、相手方の契約不履行に

よるリスクはほとんどないと認識しております。 

 当グループ会社の営業取引に係る為替予約取引につい

ては、各社の営業部門の申請に基づき経理担当部門が事

務処理を行っております。 

 また、財務取引に係るデリバティブ取引は現在行って

おりませんが、各社の取締役会の承認を得て経理担当部

門が行うことになっております。 

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３月31日) 

デリバティブ取引についてヘッジ会計を適用しているため、開示の対象がありません。 

 

(当連結会計年度)(平成18年３月31日) 

デリバティブ取引についてヘッジ会計を適用しているため、開示の対象がありません。 
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(退職給付関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  提出会社及び一部の国内連結子会社は、退職一時金

制度を採用しております。また、一部の在外連結子会

社は、確定給付型制度の他、確定拠出型制度を設けて

おります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  提出会社及び一部の国内連結子会社は、退職一時金

制度を採用しております。また、一部の在外連結子会

社は、確定給付型制度の他、確定拠出型制度を設けて

おります。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日) 

イ 退職給付債務 △939百万円

ロ 年金資産 661百万円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △278百万円

ニ 未認識数理計算上の差異 130百万円

ホ 連結貸借対照表計上額純額 
           (ハ＋ニ) 

△148百万円

ヘ 前払年金費用 134百万円

ト 退職給付引当金(ホ－ヘ) (注) △282百万円
  

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 

イ 退職給付債務 △1,126百万円

ロ 年金資産 738百万円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △388百万円

ニ 未認識数理計算上の差異 135百万円

ホ 連結貸借対照表計上額純額 
           (ハ＋ニ) 

△252百万円

ヘ 前払年金費用 138百万円

ト 退職給付引当金(ホ－ヘ) (注) △390百万円
  

  (注) 提出会社及び国内子会社は、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。

  (注) 提出会社及び国内子会社は、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 退職給付費用に関する事項 

イ 勤務費用 139百万円

ロ 利息費用 37百万円

ハ 期待運用収益 △37百万円

ニ 数理計算上の差異の 
  損益処理額 

9百万円

ホ 退職給付費用 149百万円
  

３ 退職給付費用に関する事項 

イ 勤務費用 155百万円

ロ 利息費用 40百万円

ハ 期待運用収益 △41百万円

ニ 数理計算上の差異の 
  損益処理額 

9百万円

ホ 退職給付費用 163百万円
  

  (注) 簡便法を採用している提出会社及び連結子会

社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計

上しております。 

  (注) 簡便法を採用している提出会社及び連結子会

社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計

上しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 5.8％ 

ハ 期待運用収益率 6.0％ 

ニ 数理計算上の差異の処理年数 
回廊 
アプローチ 

  (注) 提出会社及び国内連結子会社は、退職給付債

務算定にあたり、簡便法を採用しているため

該当はありません。 

     また、上記退職給付債務等の計算の基礎に関

する事項は一部の在外連結子会社のもので

す。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 5.8％ 

ハ 期待運用収益率 6.0％ 

ニ 数理計算上の差異の処理年数 
回廊 
アプローチ 

  (注) 提出会社及び国内連結子会社は、退職給付債

務算定にあたり、簡便法を採用しているため

該当はありません。 

     また、上記退職給付債務等の計算の基礎に関

する事項は一部の在外連結子会社のもので

す。 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年３月31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

内訳 

 (繰延税金資産) 

① 流動資産 

  未払費用 160百万円

  未払事業税 94百万円

  たな卸資産 199百万円

  貸倒引当金 8百万円

  海外子会社繰越欠損金 238百万円

  繰延税金負債(流動)との相殺 ―百万円

   小計 700百万円

② 固定資産 

  役員退職引当金 484百万円

  退職給付引当金 112百万円

  その他 157百万円

  繰延税金負債(固定)との相殺 △617百万円

   小計 137百万円

  繰延税金資産合計 837百万円

(繰延税金負債) 

 固定負債 

  圧縮記帳積立金 △179百万円

  特別償却準備金 △0百万円

  その他有価証券評価差額金 △2,938百万円

  減価償却費 △240百万円

  年金準備金 △48百万円

  海外子会社の未分配利益 △23百万円

  繰延税金資産(固定)との相殺 617百万円

  繰延税金負債合計 △2,813百万円

  差引：繰延税金負債純額 △1,975百万円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

 (繰延税金資産) 

① 流動資産 

  未払費用 170百万円

  未払事業税 110百万円

  たな卸資産 244百万円

  貸倒引当金 17百万円

  海外子会社繰越欠損金 221百万円

  繰延税金負債(流動)との相殺 ―百万円

   小計 763百万円

② 固定資産 

  役員退職引当金 505百万円

  退職給付引当金 155百万円

  その他 155百万円

  繰延税金負債(固定)との相殺 △636百万円

   小計 179百万円

  繰延税金資産合計 943百万円

(繰延税金負債) 

 固定負債 

  圧縮記帳積立金 △175百万円

  特別償却準備金 △0百万円

  その他有価証券評価差額金 △6,679百万円

  減価償却費 △217百万円

  年金準備金 △52百万円

  海外子会社の未分配利益 △24百万円

  繰延税金資産(固定)との相殺 636百万円

  繰延税金負債合計 △6,511百万円

  差引：繰延税金負債純額 △5,567百万円
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率と差異の原因となった主な項目別の内訳 

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以

下であるため、連結財務諸表規則第15条の５第３

項に基づき注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率と差異の原因となった主な項目別の内訳 

同左 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 
 

 
鋼球事業 
(百万円) 

精機事業
(百万円)

送風機及び
機械事業
(百万円)

賃貸事業他
(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

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 

22,306 5,882 635 708 29,533 ― 29,533

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

5 ― 145 55 206 (206) ―

計 22,311 5,882 781 764 29,740 (206) 29,533

営業費用 18,528 4,517 662 339 24,048 312 24,361

営業利益 3,782 1,365 118 425 5,691 (519) 5,172

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

   

資産 30,008 7,187 1,362 5,831 44,389 19,929 64,319

減価償却費 1,240 242 33 104 1,620 11 1,632

資本的支出 789 225 4 58 1,077 5 1,083

 

当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 
 

 
鋼球事業 
(百万円) 

精機事業
(百万円)

送風機及び
機械事業
(百万円)

賃貸事業他
(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

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 

24,131 6,618 924 688 32,363 ― 32,363

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

13 ― 138 57 209 (209) ―

計 24,145 6,618 1,062 746 32,573 (209) 32,363

営業費用 19,534 4,860 850 345 25,590 355 25,946

営業利益 4,610 1,758 212 401 6,983 (565) 6,417

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

   

資産 34,611 9,314 1,416 7,692 53,035 25,167 78,203

減価償却費 1,224 225 34 103 1,588 10 1,599

資本的支出 1,207 280 13 30 1,531 5 1,536

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各区分の主な製品、事業の内容 

鋼球事業 …… ベアリング用鋼球、自転車用鋼球、その他各種鋼球 
精機事業 …… 直動案内機器 
送風機及び機械事業 …… 送風機、一般産業機械 
賃貸事業他 …… 不動産の賃貸、投資運用及び業務支援 

３ 前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業
費用の金額は503百万円及び559百万円であり、その主なものは、提出会社の総務部門・経理部門に係る
費用であります。 

４ 前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は
19,929百万円及び25,174百万円であり、その主なものは、提出会社での余資運用資金(現金他)、長期投
資資金(投資有価証券他)等であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

 

 
本国 

(百万円) 
北中米 
(百万円)

欧州 
(百万円)

その他 
(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

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 

18,121 7,770 3,384 256 29,533 ― 29,533

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

618 163 250 163 1,196 (1,196) ―

計 18,740 7,934 3,635 420 30,730 (1,196) 29,533

営業費用 13,645 7,344 3,524 425 24,939 (578) 24,361

営業利益 
又は営業損失（△） 

5,095 589 110 △4 5,790 (618) 5,172

Ⅱ 資産 28,081 15,219 5,682 1,044 50,027 14,291 64,319

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   北中米……アメリカ、メキシコ 欧州……ポ－ランド、ハンガリ－ その他……中国 

３ 当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は503百

万円であり、その主なものは、親会社の総務部門・経理部門に係る費用であります。 

４ 当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は19,929百万円であり、

その主なものは、提出会社での余資運用資金(現金他)、長期投資資金(投資有価証券他)等であります。 

５ 国又は地域の区分の変更 

従来、当社グループの国又は地域の区分は、「本国」、「北中米」としておりましたが、当連結会計年

度から「本国」、「北中米」、「欧州」、「その他」に変更しました。 

この変更は、ポーランド進出等により欧州の金額的な重要性が増したことに伴い、当社グループの所在

地別の業績をより明瞭に表示するために行ったものであります。 

なお、従来の国又は地域の区分によった場合の所在地別セグメント情報は下記のとおりであります。 

 
本国 

(百万円) 
北中米 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

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 

18,121 11,411 29,533 ― 29,533

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

618 464 1,083 (1,083) ―

計 18,740 11,876 30,616 (1,083) 29,533

営業費用 13,645 11,180 24,825 (464) 24,361

営業利益 5,095 695 5,791 (618) 5,172

Ⅱ 資産 28,081 16,574 44,655 19,663 64,319
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当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

 

 
本国 

(百万円) 
北中米 
(百万円)

欧州 
(百万円)

その他 
(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

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 

19,851 8,660 3,472 380 32,363 ― 32,363

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

805 200 309 501 1,816 (1,816) ―

計 20,656 8,860 3,781 881 34,180 (1,816) 32,363

営業費用 14,633 7,959 3,726 835 27,153 (1,207) 25,946

営業利益 6,023 901 55 46 7,026 (608) 6,417

Ⅱ 資産 34,043 13,383 6,329 1,632 55,388 22,814 78,203

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   北中米……アメリカ、メキシコ 欧州……ポ－ランド、ハンガリ－ その他……中国 

３ 当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は559百

万円であり、その主なものは、親会社の総務部門・経理部門に係る費用であります。 

４ 当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は25,174百万円であり、

その主なものは、提出会社での余資運用資金(現金他)、長期投資資金(投資有価証券他)等であります。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

 

 欧州 アジア 北中米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,733 1,722 7,348 446 13,250

Ⅱ 連結売上高(百万円)  29,533

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

12.7 5.8 24.9 1.5 44.9

 

当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

 

 欧州 アジア 北中米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,979 2,402 8,037 287 14,706

Ⅱ 連結売上高(百万円)  32,363

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

12.3 7.4 24.8 0.9 45.4

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 欧州 …… ドイツ、イタリア、スイス 
(2) アジア …… 韓国、中国、台湾 
(3) 北中米 …… アメリカ、カナダ、メキシコ 
(4) その他の地域 …… オーストラリア、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。 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,145円32銭 １株当たり純資産額 1,335円89銭

１株当たり当期純利益 68円69銭 １株当たり当期純利益 84円60銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 68円40銭
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 84円10銭
 

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益 

当期純利益(百万円) 3,309 4,106

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

 (うち利益処分による役員賞与金) (―) (―)

普通株式に係る当期純利益(百万円) 3,309 4,106

普通株式の期中平均株式数(千株) 48,187 48,537

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

当期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(千株) 205 284

(うち新株予約権(千株)) (161) (243)

(うち旧商法第210条ノ２に基づく自己株式 
取得方式によるストックオプション(千株))

(43) (40)

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の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権２種類(潜在株式

の数1,037,000株)。 

新株予約権１種類(潜在株式

の数514,500株)。 
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【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 
当連結会計年度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。 
 

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(％) 

鋼球事業 25,078 113.0

精機事業 6,493 111.4

送風機及び機械事業 915 145.4

合計 32,487 113.4

(注) １ 上記の金額は平均販売価格で表示しております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 仕入実績 
当連結会計年度における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。 
 

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(％) 

鋼球事業 766 106.6

精機事業 70 87.1

合計 837 104.6

(注) １ 上記の金額は平均仕入価格で表示しております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 受注実績 
当連結会計年度における受注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。 
 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

鋼球事業 23,300 104.8 1,088 62.9

精機事業 6,554 98.8 2,519 97.4

送風機及び機械事業 936 88.5 1,561 100.8

合計 30,791 102.9 5,169 88.1

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(4) 販売実績 
当連結会計年度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。 
 

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(％) 

鋼球事業 24,131 120.9

精機事業 6,618 146.0

送風機及び機械事業 924 139.9

賃貸事業他 688 98.9

合計 32,363 125.2

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 


