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親会社等の名称
  いすゞ自動車株式会社

（コード番号：7202） 親会社等における当社の議決権所有比率25.3％

米国会計基準採用の有無 無

１．平成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 （注）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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 19,868 15.9 1,126 △9.3 1,361 △7.4

17年３月期 17,146 5.0 1,242 △10.7 1,470 0.3

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 871 △5.9 66 35 － － 18.4 7.8 6.9

17年３月期 926 △21.5 70 61 － － 26.0 9.6 8.6

（注）①持分法投資損益 18年３月期 355百万円 17年３月期 312百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 13,032,647株 17年３月期 13,040,376株

③会計処理の方法の変更 有

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、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 19,042 5,415 28.4 415 09

17年３月期 15,697 4,065 25.9 311 43

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 13,030,329株 17年３月期 13,034,873株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 1,617 △1,313 540 2,658

17年３月期 1,760 △1,075 △955 1,812

(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 2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．平成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 10,400 540 440

通　期 20,500 930 710

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 53円97銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社と子会社３社及び関連会社１社で構成されており、自動車用、建設機械用及びその他の産業

機械用等の鍛造品（含む、機械加工）の製造・販売を主な事業としております。

　なお、当社のその他の関係会社でありますいすゞ自動車（株）には、当社グループ製品の39.4％を同社に販売してお

ります。

　当企業集団の取引を図示しますと次のとおりとなります。

 

得意先 その他の関係会社 
いすゞ自動車（株） 

当社 

鍛工品 その他 

非連結子会社 
TDF興産（株） 

連結子会社 
トーカイ（株） 

連結子会社 
東北精工（株） 

持分法適用会社 
アイティーフォージング 
（タイランド）カンパニー 
リミテッド 

（国内） 

（海外） 
鍛造品製造販売会社 

製
品 

製
品 

製
品 

半
製
品 

製
品 

業
務
委
託 
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、お客様、社会から信頼され従業員が働き甲斐を感じる会社を築き、社会に貢献することを企業理

念として、高品質な商品づくりと競争力あるコストでのものづくりにより収益性を重視し、「お客様、株主、取引先、

社員」に魅力ある企業集団として存在し続ける経営を目指して取り組んでおります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、最近の経済状況の好転にも恵まれ、平成16年度には連結ベースでの累積損失を一掃しましたが、

単体では累積損失の状況が継続しておりました。今年度は単体におきましても、利益剰余金及び任意積立金を取崩し、

累積損失の一掃を実現いたします。しかしながら、現在進行中のプロジェクト活動の財務的成果は来期以降に実現さ

れることと、経済変動による原油価格高騰など、依然として続く厳しい環境に向けて、更なる財務体質の改善を図る

ため、誠に遺憾ながら無配とさせていただきたいと存じます。株主様に来期には配当出来る企業体質を目指し、全社

一丸となって努力しております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　個人投資家の株式投資の参加を促す有効な施策であると認識しております。

　当社におきましては、株価の長期的かつ安定的な推移を確認し、株主利益を損なうことのない状況の中で適切に対

処してまいります。

(4）中期的な経営戦略

　当社グループは、自動車メーカーを中心に鍛造部品を供給しております。部品の種類は、グループ全体で大物トラッ

ク部品から小物部品まで幅広い商品群を持ち、鍛造から機械加工までの一貫生産体制を推進し、得意先の要求に応え

ております。

　当社グループとしての中期的戦略といたしましては、以下のテーマを掲げ、推進してまいります。

①　品質「Q」・コスト「C」・生産「D」の改善により、当面の収益を確実に確保し、企業体質を強化し将来に備えま

す。

②　普通トラック排気ガス規制の特需が終結した後に備え、技術革新に注力し、小物部品の拡販を目指します。

③　得意先のグローバル展開を見据えて、事業のグローバル化への対応に備えます。

(5）対処すべき課題

　当面の収益を確実に確保し、将来の発展につながる事業の体制を築いていくことが最大の課題であります。そのた

め次の「２つの重点課題」を全社一丸となって推進してまいります。

　第一は「工場革新」であり、現有設備稼働率向上及び金型品質向上と生産性向上を柱に活動を推進いたします。

　第二は「構造改革」であり、大物部品中心から大物・小物部品併用生産への構造改革を進め、乗用車系小物部品の

設備能力増強を図り、景気に左右されにくい安定した収益構造の構築を推進いたします。
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(6）親会社等に関する事項

 親会社等の商号等  

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

　いすゞ自動車株式会社

　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

25.33％　　

(1.46％) 

 株式会社東京証券取引所

　　　　　　　市場第１部

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数であります。

 

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

　当社は、いすゞ自動車グループの関連会社として、鍛造部品主要メーカーとして、鍛造部品の生産及び機械加工の

中心的サプライヤーとして位置づけられております。また、日産ディーゼル、トヨタグループ等への鍛造部品サプラ

イヤーとして、大物トラック部品から乗用車系小物部品など幅広い商品群により、企業活動を推進しております。 

 親会社等との取引に関する事項

 　４.連結財務諸表等　⑦関連当事者との取引（25ページ）に記載しておりますので、記載を省略しております。
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３．経営成績及び財政状況
(1）経営成績

①　当期の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格をはじめ原材料価格の高騰等、不安定要素が残るものの、企業

収益の改善により、設備投資の拡大や個人消費の増加等も見られ、景気は概ね回復基調で推移いたしました。

　一方、海外経済は、米国、欧州、アジア等のいずれの地域においても概ね回復傾向で推移し、アジア経済は、中

国が引き続き高い経済成長を維持し、これに牽引され他の諸国も景気拡大が続きました。当社グループに影響の大

きいタイ経済についても高い伸びを示しました。

　当社グループの主要得意先であります自動車業界におきましては、普通・小型トラックの新長期排気ガス規制に

よる代替需要により、新車発売後販売が増加しております。乗用車は米国で日本車の販売が伸びているため、国内

の生産が高いレベルで推移し、またＲＶ車はタイ中心に好調が続いたことにより、当社グループの乗用車向け、タ

イＲＶ車の伸びが顕著となりました。しかし、ＧＭ欧州向けのコンポーネント輸出が減少し、当社グループの売上

の減収要因となりました。原油価格、鋼材価格等の高騰による減益要因は、当社グループあげての改善活動により、

計画に近い成果をあげることができました。

　その結果、当期の連結業績につきましては、売上高は198億68百万円（前期比15.9％増）、経常利益は13億61百万

円（前期比7.4％減）、当期純利益は８億71百万円（前期比5.9％減）、単体業績につきましては、売上高は130億11

百万円（前期比14.0％増）、経常利益は４億89百万円（前期比16.5％減）、当期純利益は２億40百万円（21.9％減）

となりました。

(2）財政状況

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16億17百万円となり、前年比１億42百万円の減少となりました。これは主に仕入

債務が増加したものの、たな卸資産の増加、法人税等の支払額が増加したことによります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動により投入した資金は13億13百万円となり、前年比２億38百万円の減少となりました。これは主に有形

固定資産の取得による支出が増加したことによります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動の結果得られた資金は５億40百万円（前連結会計年度は使用した資金が９億55百万円）となりました。

これは主にシンジケート・ローンにより、プロジェクト資金の調達、長・短期借入金の見直しを実行したことによ

ります。

(3）次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、引き続き景気は原油価格の高止まり、鋼材需給動向などの影響があり当社の経営へ

の予断は許されない状況となっております。当社グループの主要得意先であります自動車業界におきましても国内市

場ではディーゼル車排気ガス規制の特需が一巡し、後半期は段階的な減少方向に向かう見通しであります。海外市場

におきましても、各社の中国へのグローバル展開が進む中、今後ともより一層の合理化を進め、利益向上と財務体質

の強化に努めてまいります。

　次期の連結業績につきましては、売上高は205億円と前期比3.2％増、経常利益は９億30百万円と前期比31.7％減、

当期純利益は７億10百万円と前期比18.5％減と予想しております。なお、単体業績につきましては、売上高は134億円

と前期比3.0％増、経常利益は４億50百万円と前期比8.1％減、当期純利益は３億70百万円と前期比53.6％増と予想し

ております。
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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３月31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   1,832,909   2,678,192  845,282

２．受取手形及び売掛金   3,261,199   3,633,685  372,486

３．たな卸資産   1,693,139   2,184,293  491,153

４．繰延税金資産   243,101   300,278  57,176

５．その他   385,107   422,283  37,175

貸倒引当金   △12,612   △10,958  1,653

流動資産合計   7,402,845 47.2  9,207,774 48.4 1,804,928

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物及び構築物 ※１ 3,069,711   3,162,634    

減価償却累計額  1,565,962 1,503,748  1,645,506 1,517,127  13,379

２．機械装置及び運搬
具

※１ 13,035,277   13,670,790    

減価償却累計額  10,004,998 3,030,279  10,241,416 3,429,373  399,093

３．土地 ※１  1,561,482   1,561,482  －

４．その他  1,378,308   1,646,420    

減価償却累計額  1,081,187 297,121  1,138,895 507,524  210,402

有形固定資産合計   6,392,632 40.7  7,015,508 36.8 622,876

(2）無形固定資産         

１．借地権   16,676   16,676  －

２．施設利用権   1,984   1,984  －

３．ソフトウェア   920   5,227  4,306

無形固定資産合計   19,581 0.1  23,888 0.1 4,306
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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）
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）

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券 ※２  1,702,237   2,647,080  944,842

２．長期未収入金   52,953   －  △52,953

３．その他   25,072   41,696  16,624

４．繰延税金資産   102,734   106,693  3,959

貸倒引当金   △384   △13  371

投資その他の資産合
計

  1,882,612 12.0  2,795,458 14.7 912,845

固定資産合計   8,294,826 52.8  9,834,855 51.6 1,540,028

資産合計   15,697,671 100.0  19,042,629 100.0 3,344,957

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   4,317,800   5,624,427  1,306,627

２．短期借入金 ※１  3,972,754   3,628,020  △344,734

３．未払法人税等   398,806   269,614  △129,191

４．未払消費税等   61,679   11,056  △50,622

５．賞与引当金   207,806   239,096  31,290

６．設備関係支払手形   421,893   479,272  57,378

７．その他   857,661   960,328  102,667

流動負債合計   10,238,401 65.2  11,211,817 58.9 973,415

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  412,266   1,297,810  885,544

２．繰延税金負債   122,659   196,766  74,107

３．退職給付引当金   776,605   827,121  50,516

４．役員退職慰労引当金   82,700   93,596  10,896

固定負債合計   1,394,231 8.9  2,415,295 12.7 1,021,064

負債合計   11,632,632 74.1  13,627,112 71.6 1,994,480
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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）
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）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  1,199,867 7.6  1,199,867 6.3 －

Ⅱ　資本剰余金   833,096 5.3  833,096 4.4 －

Ⅲ　利益剰余金   1,725,528 11.0  2,591,478 13.6 865,950

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  411,503 2.6  830,796 4.4 419,292

Ⅴ　為替換算調整勘定   △97,865 △0.6  △30,528 △0.2 67,337

Ⅵ　自己株式 ※４  △7,090 △0.0  △9,194 △0.1 △2,103

資本合計   4,065,039 25.9  5,415,516 28.4 1,350,477

負債・資本合計   15,697,671 100.0  19,042,629 100.0 3,344,957
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   17,146,541 100.0  19,868,204 100.0 2,721,663

Ⅱ　売上原価   15,051,521 87.8  17,882,648 90.0 2,831,127

売上総利益   2,095,020 12.2  1,985,556 10.0 △109,464

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．発送梱包費  315,212   319,080    

２．貸倒引当金繰入額  510   5,178    

３．給料手当  276,676   297,311    

４．賞与引当金繰入額  27,746   29,625    

５．退職給付引当金繰入
額

 9,353   3,796    

６．役員退職慰労引当金
繰入額

 21,028   22,206    

７．その他  202,340 852,869 5.0 181,370 858,568 4.3 5,699

営業利益   1,242,150 7.2  1,126,987 5.7 △115,163

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  140   107    

２．受取配当金  3,331   5,875    

３．持分法による投資利
益

 312,199   355,851    

４．その他  59,860 375,532 2.2 41,669 403,503 2.0 27,970

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  113,185   89,981    

２．休止固定資産減価償
却額

 13,061   4,172    

３．その他  20,938 147,185 0.8 74,873 169,027 0.8 21,841

経常利益   1,470,497 8.6  1,361,463 6.9 △109,033

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産処分益 ※１ 1,178   －    

２．貸倒引当金戻入額  7,081 8,259 0.0 7,203 7,203 0.0 △1,056
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産処分損 ※２ 74,881   58,375    

２．ゴルフ会員権評価損  1,500 76,381 0.4 － 58,375 0.3 △18,005

税金等調整前当期純
利益

  1,402,375 8.2  1,310,290 6.6 △92,084

法人税、住民税及び
事業税

 509,170   517,836    

法人税等調整額  △33,129 476,041 2.8 △79,095 438,740 2.2 △37,300

当期純利益   926,334 5.4  871,550 4.4 △54,783
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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（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   833,096  833,096

Ⅱ　資本剰余金期末残高   833,096  833,096

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   804,794  1,725,528

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．当期純利益  926,334 926,334 871,550 871,550

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．役員賞与  5,600 5,600 5,600 5,600

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,725,528  2,591,478
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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

 1,402,375 1,310,290 △92,084

減価償却費  636,478 664,129 27,650

賞与引当金の増加（減
少△）額

 26,571 31,290 4,719

貸倒引当金の増加（減
少△）額

 △6,534 △2,024 4,509

退職給付引当金の増加
（減少△）額

 112,425 50,516 △61,909

役員退職慰労引当金の
増加（減少△）額

 21,028 10,896 △10,132

受取利息及び受取配当
金

 △3,472 △5,982 △2,510

支払利息  113,185 89,981 △23,203

役員賞与の支払  △5,600 △5,600 －

持分法による投資利益  △312,199 △355,851 △43,651

その他の営業外損益  △15,624 33,203 48,828

有形固定資産処分益  △1,178 － 1,178

有形固定資産処分損  74,881 58,375 △16,505

売上債権の減少（増加
△）額

 △357,237 △372,486 △15,248

たな卸資産の減少（増
加△）額

 △118,652 △491,153 △372,501

仕入債務の増加（減少
△）額

 434,281 1,306,627 872,346

未払消費税等の増加
（減少△）額

 15,824 △50,622 △66,447

その他の増減額  176,791 87,871 △88,919

小計  2,193,343 2,359,461 166,118
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

利息及び配当金の受取
額

 3,472 5,982 2,510

利息の支払額  △113,831 △68,580 45,250

その他営業外損益  15,624 △31,926 △47,551

法人税等の支払額  △338,238 △647,028 △308,789

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,760,370 1,617,909 △142,461

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

 △20,000 △20,000 －

定期預金の払戻による
収入

 20,000 20,000 －

有形固定資産の取得に
よる支出

 △1,072,292 △1,303,077 △230,785

有形固定資産の売却に
よる収入

 6,219 － △6,219

投資有価証券の取得に
よる支出

 △9,730 △9,978 △248

長期貸付による支出  － △1,000 △1,000

長期貸付金の返済によ
る収入

 600 620 20

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,075,203 △1,313,436 △238,232

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増加（減
少△）額

 △675,949 △340,000 335,949

長期借入れによる収入  300,000 1,750,000 1,450,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △579,096 △869,190 △290,094

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △955,045 540,810 1,495,855

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額

 △269,878 845,282 1,115,161

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 2,082,787 1,812,909 △269,878

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

 1,812,909 2,658,192 845,282
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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

(イ）連結子会社　　　２社　トーカイ株式会社

東北精工株式会社

(1）連結の範囲に関する事項

(イ）連結子会社　　　２社　トーカイ株式会社

東北精工株式会社

(ロ）非連結子会社　　１社　ＴＤＦ興産株式会社 (ロ）非連結子会社　　１社　ＴＤＦ興産株式会社

(ハ）非連結子会社の総資産、売上高、当期純利益（持

分に見合う額）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与え

ていないため、連結の範囲から除外しております。

(ハ）　　　　　　　　同左

(2）持分法の適用に関する事項

(イ）持分法適用関連会社　　１社

アイティー　フォージング（タイランド）

カンパニー　リミテッド

なお、非連結子会社１社［(1）参照］は、当期純

利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等に及ぼす影響が軽微でありかつ全体

としての重要性がないため、この会社に対する投

資勘定については、持分法を適用せず、原価法に

より評価しております。

(2）持分法の適用に関する事項

(イ）持分法適用関連会社　　１社

アイティー　フォージング（タイランド）

カンパニー　リミテッド

同左

(3）連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

(3）連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

(4）会計処理基準に関する事項

イ　有価証券の評価基準及び評価方法

(イ）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(4）会計処理基準に関する事項

イ　有価証券の評価基準及び評価方法

(イ）子会社株式及び関連会社株式

同左

(ロ）その他有価証券

(Ⅰ）時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定している）によって

おります。

(ロ）その他有価証券

(Ⅰ）時価のあるもの

同左

(Ⅱ）時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

(Ⅱ）時価のないもの

同左

ロ　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(イ）製品、材料、仕掛品及び貯蔵品は総平均法によ

る原価法によっております。

ロ　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(イ）　　　　　　　同左

(ロ）金型は個別法による原価法によっております。 (ロ）　　　　　　　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）

ハ　減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産は、主として定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　７年～50年

機械装置及び運搬具　　３年～12年

無形固定資産は、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法、それ以外の無形固定資産については、定額法

を採用しております。

ハ　減価償却資産の減価償却の方法

同左

 

 

 

ニ　引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売上債権、貸付金等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。

ニ　引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

当社及び国内連結子会社は、従業員に対して支給

する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　退職給付引当金

従業員の退職金の支出に備えるため、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。なお、会計基準変

更時差異（896,178千円）は、15年による均等額

を費用処理しております。数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理することとしております。

③　退職給付引当金

同左

④　役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため過去の実績及

び将来の見込み等を勘案して、主として内規によ

る支給基準額の50％相当額を役員退職慰労引当金

として積立てを行っております。

④　役員退職慰労引当金

同左

ホ　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、在外子会社等の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含め

て表示しております。

ホ　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
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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）

ヘ　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。

ヘ　重要なリース取引の処理方法

同左

ト　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

ト　消費税等の会計処理

同左

チ　連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

チ　連結納税制度の適用

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。

(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）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又は損失処

理について連結会計年度中に確定した利益処分及び損

失処理に基づいて作成しております。

(6）利益処分項目等の取扱いに関する事項

同左

(7）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、価格変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ケ月以内に償還期限の到来する

短期投資を計上しております。

(7）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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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。

　これによる損益に与える影響はありません。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

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．※１．担保に供している資産及び担保の目的は次のと

おりであります。

有形固定資産

１．※１．担保に供している資産及び担保の目的は次のと

おりであります。

有形固定資産

担保資産 担保目的

科目
金額

（千円）
科目

金額
（千円）

建物及び構
築物

1,172,971 長期借入金 915,020

機械装置及
び運搬具

2,873,298
（一年内返
済予定額を
含む）

 

土地 1,399,629 短期借入金 3,160,000

計 5,445,899 計 4,075,020

担保資産 担保目的

科目
金額

（千円）
科目

金額
（千円）

建物及び構
築物

1,150,332 長期借入金 1,795,830

機械装置及
び運搬具

2,862,517
（一年内返
済予定額を
含む）

 

土地 1,399,629 短期借入金 3,130,000

計 5,412,479 計 4,925,830

上記は全て財団担保に供されているものであり

ます。

上記は全て財団担保に供されているものであり

ます。

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次の

とおりであります。

※２．非連結子会社及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 785,845千円 投資有価証券 1,209,034千円

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式13,057,928

株であります。

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式　　　　

　13,057,928株であります。

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式

23,055株であります。

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式　　

　27,599株であります。

（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．機械装置及び運搬具の1,178千円の処分益でありま

す。

※１．               ──────

※２．機械装置及び運搬具の58,948千円、土地の１千円、

有形固定資産のその他の15,931千円の処分損であり

ます。

※２．建物及び構築物の770千円、機械装置及び運搬具の

56,546千円、有形固定資産のその他の1,059千円の

処分損であります。
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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）

(1）現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(1）現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,832,909千円

預入期間が３か月を超える定期

預金
△20,000千円

現金及び現金同等物 1,812,909千円

現金及び預金勘定 2,678,192千円

預入期間が３か月を超える定期

預金
△20,000千円

現金及び現金同等物 2,658,192千円
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①　リース取引

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

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、

減損損失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

468,014 447,083 20,930

工具・器具・備
品

48,915 29,920 18,995

合計 516,929 477,004 39,925

 
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

105,552 99,511 6,040

工具・器具・備
品

48,915 38,594 10,321

合計 154,467 138,106 16,361

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 25,736千円

１年超 17,486千円

合計 43,222千円

１年内 12,559千円

１年超 4,927千円

合計 17,486千円

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、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 65,276千円

減価償却費相当額 59,848千円

支払利息相当額 1,640千円

支払リース料 25,736千円

減価償却費相当額 23,564千円

支払利息相当額 657千円

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、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

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

  （減損損失について）

 

 

 リース資産に配分された減損損失はありません。
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

  

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）

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 262,759 779,759 516,999 276,222 1,303,785 1,027,562

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 262,759 779,759 516,999 276,222 1,303,785 1,027,562

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 2,669 1,872 △796 － － －

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 2,669 1,872 △796 － － －

合計 265,428 781,631 516,203 276,222 1,303,785 1,027,562

２．時価のない主な有価証券の内訳及び連結貸借対照表計上額

 

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）

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 134,759 134,259
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③　デリバティブ取引

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）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

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）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

④　退職給付

(1）当社及び国内連結子会社の退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、退職規程に基づく退職一時金制度と退職金制度の50％相当分について適格退

職年金制度を採用しております。また、当社は、総合設立の厚生年金基金制度（加入人員割合に基づく厚生

年金基金の年金資産の額1,623,473千円）を設けております。

(2）退職給付債務に関する事項

 前連結会計年度

（平成17年３月31日現在）

当連結会計年度

（平成18年３月31日現在）

イ．退職給付債務 1,724,374千円 1,676,544千円

ロ．年金資産 243,327千円 281,742千円

ハ．退職給付引当金 776,605千円 827,121千円

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 597,452千円 537,706千円

ホ．未認識数理計算上の差異 106,989千円 29,973千円

(3）退職給付費用に関する事項

 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）

イ．勤務費用 67,547千円 65,333千円

ロ．利息費用 34,341千円 34,314千円

ハ．期待運用収益 5,190千円 5,596千円

ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 59,745千円 59,745千円

ホ．数理計算上の差異の費用処理 13,350千円 14,018千円

(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３月31日現在）

当連結会計年度

（平成18年３月31日現在）

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

ロ．割引率 2.3％ 2.3％

ハ．期待運用収益率 2.3％ 2.3％

ニ．数理計算上の差異の処理年数 10年 10年

 発生時の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による定額法

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

用処理することとしておりま

す。

発生時の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による定額法

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

用処理することとしておりま

す。

ホ．会計基準変更時差異の処理年数 15年 15年
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⑤　税効果会計

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．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

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金 73,907千円

事業税 10,050千円

その他 159,144千円

計 243,101千円

  

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労金 11,904千円

退職給付引当金 90,829千円

計 102,734千円

  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 104,700千円

固定資産圧縮積立金 17,959千円

計 122,659千円

  

繰延税金資産の純額 223,176千円

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金 105,028千円

事業税 36,105千円

その他 159,144千円

計 300,278千円

  

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労金 14,987千円

退職給付引当金 91,706千円

計 106,693千円

  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 196,766千円

  

  

  

繰延税金資産の純額 210,205千円

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目の内訳

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目の内訳

 前連結会計年度

(平成17年３月31日)

 （％）

法定実効税率 40.8  

（調整）   

税務上の繰越欠損金の利用 △3.9  

未認識繰延税金資産 6.4  

持分法による投資利益 △8.3  

その他 △1.0  

税効果会計適用後の法人税

等の負担率
34.0

 

 当連結会計年度

(平成18年３月31日)

 （％）

法定実効税率 40.9  

（調整）   

未認識繰延税金資産 4.6  

持分法による投資利益 △9.7  

その他 △2.3  

税効果会計適用後の法人税

等の負担率
33.5
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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（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　鍛工品の製造と販売に係る事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利

益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。

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）

　鍛工品の製造と販売に係る事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利

益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社

及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

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）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

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）

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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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４月１日　至平成17年３月31日）

(1）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
（千円）

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
事業上
の関係

その他

の関係

会社

いすゞ自動車

（株）

東京都

品川区
32,617,790

各種自

動車並

びに内

燃機関

の製

造・販

売・修

理

（被所有）

直接

23.85％

間接

0.34％

転籍

４人

当社鍛

造品を

納入

当社鍛造品

を納入
7,157,366

受取手形

及び売掛

金

1,077,523

短期借入金 －
短期借入

金
300,000

条鋼精算金 490,796 未収入金 132,957

鍛造品の検

収
194,050 買掛金 －

(2）子会社等

属性 会社等の名称 住所

資本金又は
出資金
（千タイ
バーツ）

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
事業上
の関係

関連会

社

アイ　ティー　

フォージング

（タイランド）

カンパニーリミ

テッド

タイ国

ラヨー

ン県

700,000

鍛造品

の製造

及び販

売

（所有）

直接

25.00％

－

技術供

与及び

鍛造品

の検収

鍛造品の検

収
85,618 買掛金 23,523

貯蔵資産の

売却
－

未収入金 52,953

長期

未収入金
52,953

　（注）　上記(1）～(2）の金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。

取引条件及び取引条件の決定方針等

当社鍛造品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し価格交渉の上、一般的取引

条件と同様に決定しております。

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）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
（千円）

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
事業上
の関係

その他

の関係

会社

いすゞ自動車

（株）

東京都

品川区
32,617,790

各種自

動車並

びに内

燃機関

の製

造・販

売・修

理

（被所有）

直接

23.86％

間接

1.46％

転籍

５人

当社鍛

造品を

納入

当社鍛造品

を納入
7,832,791

受取手形

及び売掛

金

1,126,966

短期借入金 300,000
短期借入

金
－

条鋼精算金 534,724 未収入金 167,826

 鍛造品の検

収
199,463  買掛金 －

鍛造不具合

品クレーム

費用

－

その他

（流動負

債）

10,246
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(2）子会社等

属性 会社等の名称 住所

資本金又は
出資金
（千タイ
バーツ）

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
事業上
の関係

関連会

社

アイ　ティー　

フォージング

（タイランド）

カンパニーリミ

テッド

タイ国

ラヨー

ン県

700,000

鍛造品

の製造

及び販

売

（所有）

直接

25.00％

－

技術供

与及び

鍛造品

の検収

鍛造品の検

収
32,425 買掛金 －

貯蔵資産の

売却
105,906 未収入金 －

　（注）　上記(1）～(2）の金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。

取引条件及び取引条件の決定方針等

当社鍛造品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し価格交渉の上、一般的取引

条件と同様に決定しております。

（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 311円43銭

１株当たり当期純利益 70円61銭

１株当たり純資産額 415円09銭

１株当たり当期純利益 66円35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。

　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）

当期純利益（千円） 926,334 871,550

普通株主に帰属しない金額（千円） 5,600 6,800

（うち利益処分による役員賞与金） (5,600) (6,800)

普通株式に係る当期純利益（千円） 920,734 864,750

期中平均株式数（株） 13,040,376 13,032,647

－ 26 －



５．生産、受注及び販売の状況
生産実績

区分

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

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

自動車用 16,786,100 98.4 19,065,186 99.7

建設機械用 250,397 1.5 281,175 0.2

陸・舶内燃機関用 19,022 0.1 16,320 0.1

その他 5,218 0.0 3,414 0.0

合計 17,060,738 100.0 19,366,098 100.0

受注高

区分

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

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

自動車用 17,493,216 97.9 20,023,447 98.2

建設機械用 337,674 1.9 353,715 1.7

陸・舶内燃機関用 21,208 0.1 14,664 0.1

その他 19,138 0.1 4,026 0.0

合計 17,871,238 100.0 20,395,854 100.0

受注残高

区分

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

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

自動車用 4,157,659 98.1 4,674,155 98.1

建設機械用 75,890 1.8 86,351 1.8

陸・舶内燃機関用 3,098 0.1 3,627 0.1

その他 801 0.0 965 0.0

合計 4,237,450 100.0 4,765,100 100.0

－ 27 －



販売実績

区分

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

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

自動車用 16,773,639 97.9 19,506,951 98.2

建設機械用 332,051 1.9 343,254 1.7

陸・舶内燃機関用 21,619 0.1 14,135 0.1

その他 19,231 0.1 3,862 0.0

合計 17,146,541 100.0 19,868,204 100.0

－ 28 －


