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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                                                              （単位：百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年３月期 
17年３月期 

       百万円 
１９，８７４ （ ８．９）％
１８，２５５ （ ８．０）％

      百万円 
８８３ （     ３．２）倍
２７９ （ △５３．４）％

      百万円 
１,０５７ （     ２．６）倍
４０９ （ △４１．６）％

 

 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

 
18年３月期 
17年３月期 

   百万円 
２１４ （△１７．７）％ 
２６０ （△２６．０）％ 

円  銭
 １３．１０
 １６．０２

円  銭
－
－

％
  １．８ 
  ２．３ 

％ 
  ５．５ 
  ２．３ 

％
  ５．３ 
  ２．２ 

(注)①持分法投資損益      18年３月期     78百万円     17年３月期     72万円 

②期中平均株式数（連結）  18年３月期   14,940,785株     17年３月期  14,934,670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 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
    ２０，２０３ 
    １８，３７７ 

百万円
    １２，５１６ 
    １１，６０３ 

％ 
   ６２．０ 
   ６３．１ 

円   銭
  ８２８．０１ 
  ７７５．７６ 

(注)期末発行済株式数（連結）  18年３月期   15,093,194株     17年３月期   14,929,987株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
   １，９６９ 
   １，３０５ 

百万円
 △ ３，０４１ 
 △ １，１７９ 

百万円 
   △ ２８６ 
     ９７９ 

百万円
   １，９５８ 
   ３，１７９ 

 
(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  ３ 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 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円
     １０，１００ 
     ２０，６００ 

百万円
        ４５０ 
       １,１００ 

百万円
         ２３０ 
        ５３０ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） ３５円４７銭 

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

今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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経営方針 
 
   (1) 会社の経営の基本方針 
     当社グループは、「人･社会･自然に調和するクリーンでフェアな企業行動に徹し､国際社会

から信頼される企業市民として豊かで住み良い社会造りに貢献する」という経営の基本理念の

もと、時代の変化を的確に捉え、社会に役立つ価値を創造し、お客様から地域社会、あるいは

株主の方から従業員にいたるまで、関連する全ての方々に満足頂く事を経営の基本方針として

おります。 
 
   (2) 会社の利益配分に関する基本方針 
       当社は安定的な配当を維持していく事を基本に、株主の皆様のご期待にお応えしたいと考え 

   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 

    当社グループは、投資単位の引き下げにつきまして、株式市場活性化のための有効な施策の

     一つであると認識しておりますが、現時点では緊急を要するものではないと思われ、今後の市

     場動向や当社株価の推移等を勘案し、慎重に検討してまいります。 

 

  (4) 目標とする経営指標 

    当社グループは、資本の効率的な運用を重視し、中長期的に営業利益の増加と資産の有効活

     用を目指し、総資産営業利益率や、株主資本営業利益率の向上を推進すべく企業経営に取り組

     んでまいります。 

 

  (5) 中長期的な会社の経営戦略 
       当社グループの中長期的な経営方針は、社会やお客様のニーズを迅速かつ的確に把握し、先 

     んじて価値を創造する事により、収益性の向上と経営基盤の強化を果たし、企業として発展し 

     ていく事であります。    
     その経営方針を展開していくために、可鍛・金属家具部門とも、優れた品質、コスト競争力 

    のある製品の継続的な開発・提供に注力するとともに、市場動向やお客様のニーズを製品に展

    開するべく、情報収集活動にも傾注し、受注拡大に繋がる様全力を尽くしてまいります。 
      部門別といたしまして、可鍛部門では競争の激しい自動車部品業界の中で、優位性を確立す

   るために、世界ナンバーワンの部品づくりを掲げ、技術、品質、コスト等の向上を果たすため、 

   従来の活動に加え、中国蘇州市において蘇州中央可鍛有限公司を設立し、最適な製品をお客様

   に提供してまいりますとともに、地球環境への負担も考慮した生産活動を行い、企業の社会的

     責任を果たしてまいります。 
      金属家具部門では、グループの資源を結集した経営のもと、エンドユーザーのニーズを見据

   え、商品ラインアップの充実と高機能化を推進してまいります。 
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経営成績及び財政状態 
 

(1) 当連結会計年度の概況   
 

  当期のわが国経済は、原油価格及び原材料価格の高騰がありましたものの、企業収益の改善に伴う設

備投資や個人消費の増加に支えられて、景気は緩やかながらも回復基調を示してまいりました。 

  部門別においては、自動車及び車両部品関連では主要取引先であります自動車業界では、国内自動車

販売台数は微増にとどまりましたものの、海外の主要市場である北米では高水準の販売が維持し、また、

アジア市場においても顕著な伸びを見せるなど、総じて好調に推移いたしました。また、企業の設備投

資の増加に伴い、産業用ロボット部品につきましても大幅な伸びをいたしました。 

  また、金属椅子及び椅子部品関連においては、低価格化商品の増加により、家具市場はより競争が激

化してきており、厳しい状況が継続しておりますが、お客様のニーズに即した商品開発に積極的に取り

組み、また、新規顧客の開拓を全力で行っております。 

  この結果連結売上高は、１９８億７４百万円、営業利益では原材料価格上昇などのマイナス影響があ

りましたものの、売上高の増加に伴う増産効果や徹底した合理化努力により、連結営業利益は８億８３

百万円、連結経常利益は１０億５７百円、また、連結当期純利益は、今期より適用されました減損会計

により２億１４百万円となりました。 

      

(2) 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、前連結会計

年度に比べ１２億２１百万円減少し、１９億５８百万円（前期比 38.4％減）となりました。 

  ① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

    営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加、仕入債務の増加により前

年同期と比較して６億６４百万円増加の１９億６９百万円の収入となりました。 
 

  ② 投資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・フローは，定期預金の減少、関係会社への出資による支出により、前

年同期と比較して１８億６２百万円増加の３０億４１百万円の支出となりました。 
 

  ③ 財務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・フローは、長期借入金の返済による支出により前年同期と比較して 

  １２億６６百万円減少の２億８６百万円の支出となりました。 
 

(3) 事業等のリスク 

 以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載して

おります。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、重要と思われる主な事項につ

いては、積極的に開示いたします。 
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（経済状況） 

当社グループの主要取引先は自動車部品業界であります。現在、自動車部品業界は、グローバル化及

び統合の進展並びに競合他社による新製品及び新技術の導入の結果として、急激な変化に直面しており

ます。取引先自動車部品メーカーにつきましても、調達の決定を行うにあたってのコストの検討がます

ます重要になっております。当社グループの企業努力や、当社グループのグローバル市場における競争

力の維持強化または当社グループの現在の収益水準の維持向上が何らかの理由により予定どおり達成さ

れない可能性もあります。 

 

（原材料の市況変動） 

当社グループが所属する鋳物業界においては、主原材料としてスクラップ及びエネルギーとしてコー

クスを使用しております。従いまして、スクラップ及びコークスの市況が上昇する局面では、取引業者

からの価格引き上げ要請の可能性があります。当社グループでは、随時市況価格を注視しながら取引業

者との価格交渉にあたっておりますが、今後、市況が大幅に高騰した場合には、原材料費等の上昇を抑

えられず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（環境規制） 

当社グループが所属する鋳物業界は、広範囲な環境その他の法的規制に服しております。Co2 排出量、

騒音、安全性及び工場からの廃棄物に課せられる規制は広範囲にわたっております。これらの規制は変

更されることがあり、規制がより厳しくなる傾向にあります。これらの規制を遵守するための費用が当

社グループの事業にとって多大な金額となる可能性があり、新たな規制強化により当社グループが多額

の費用の支出を余儀なくされる可能性もあります。 

（海外進出） 

当社グループは競争力のある製品とコスト削減並びに中国の経済発展を見据えて、江蘇省蘇州市に生

産拠点を設け、規模の拡大を進めております。現在、同地区に合弁会社である蘇州石川製鉄有限公司を

立ち上げ、順調に業績を伸ばし当社に寄与しております。また、全額出資の蘇州中央可鍛有限公司は、

平成 17 年９月より操業を開始しております。しかし、中国における政治または法環境の変化、人材の不

足、ストライキ、経済状況の変化など、予期せぬ事象により生産業務の遂行に問題が生じる可能性があ

ります。 

 

(4) 今後の課題と通期の見通し 
     

  今後の見通しにつきましては、好調な企業業績に支えられ、設備投資と個人消費は引き続き増加の基

調を示し、景気は回復に向かうことが期待されますものの、原油価格高騰の長期化や金利上昇懸念など

の懸念材料もあります。また、鉄屑やアルミ合金などの原材料価格が先行き不安材料ともなり、当社グ

ループの収益圧迫要因になる可能性もあり、今後の経営環境は依然として予断を許さない状況でありま

す。 

  このような経営環境が予想されるなかで、当社グループとしての総合力を高めるため、品質第一とし、

環境安全への対応と競争力の向上を重要な取り組みとして推進してまいります。また、蘇州中央可鍛有

限公司が本稼働したことにより、連結経営を強化し、密接な体制をつくりあげるとともに、その基礎と

なる人材育成を進めてまいります。 

 平成１９年３月期の業績は、売上高は２０６億円、経常利益は１１億円、当期純利益は５億３０百万

円を見込んでおります。 
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１ 連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 

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) 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額 
(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,806,744 1,285,413 △521,330

２ 受取手形及び売掛金  3,688,558 4,125,912 437,354

３ 有価証券  1,602,338 888,386 △713,952

４ たな卸資産  897,983 1,041,066 143,083

５ 繰延税金資産  136,906 154,975 18,068

６ その他  126,502 164,546 38,044

貸倒引当金  △3,618 △7,511 △3,892

流動資産合計  8,255,414 44.9 7,652,790 37.9 △602,624

Ⅱ 固定資産   

(1) 有形固定資産   

１ 建物及び構築物  4,122,481 4,654,809  

減価償却累計額  2,904,458 1,218,022 3,008,963 1,645,846 427,823

２ 機械装置及び運搬具 ※３ 17,566,624 19,067,876  

減価償却累計額  13,291,896 4,274,728 13,337,844 5,730,031 1,455,303

３ 工具・器具・備品 ※３ 6,067,327 6,328,905  

減価償却累計額  5,330,430 736,896 5,592,429 736,476 △420

４ 土地  1,484,609 1,170,258 △314,351

５ 建設仮勘定  305,755 117,728 △188,026

有形固定資産合計  8,020,012 43.6 9,400,341 46.5 1,380,328

(2) 無形固定資産  44,418 0.2 49,016 0.2 4,597

(3) 投資その他の資産   

１ 投資有価証券 ※１ 1,383,920 2,220,657 836,737

２ 長期貸付金  187,401 215,787 28,386

３ 繰延税金資産  49,564 44,205 △5,358

４ その他 ※１ 449,846 633,348 183,501

貸倒引当金  △12,908 △12,908 ―

投資その他の資産合計  2,057,822 11.3 3,101,089 15.4 1,043,267

固定資産合計  10,122,253 55.1 12,550,447 62.1 2,428,193

資産合計  18,377,668 100.0 20,203,237 100.0 1,825,568
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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) 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額 
(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金  3,096,623 3,520,156 423,532

２ 短期借入金  480,500 520,969 40,469

３ 未払法人税等  151,775 412,343 260,567

４ 未払消費税等  27,921 63,408 35,487

５ 賞与引当金  252,735 253,979 1,244

６ 設備支払手形  322,386 76,862 △245,523

７ その他  464,927 810,637 345,710

流動負債合計  4,796,870 26.1 5,658,357 28.0 861,487

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  816,500 596,300 △220,200

２ 繰延税金負債  188,640 476,659 288,019

３ 退職給付引当金  211,971 289,729 77,757

４ 役員退職慰労引当金  107,610 112,250 4,640

５ 連結調整勘定  52,559 40,144 △12,414

固定負債合計  1,377,282 7.5 1,515,083 7.5 137,801

負債合計  6,174,152 33.6 7,173,441 35.5 999,289

(少数株主持分)   

少数株主持分  599,919 3.3 513,312 2.5 △86,607

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※６ 1,036,000 5.6 1,036,000 5.1 ―

Ⅱ 資本剰余金  435,439 2.4 494,124 2.5 58,684

Ⅲ 利益剰余金  9,790,058 53.3 9,863,857 48.8 73,799

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

 508,091 2.7 1,006,246 5.0 498,155

Ⅴ 為替換算調整勘定  △41,935 △0.2 194,688 1.0 236,623

Ⅵ 自己株式 ※７ △124,057 △0.7 △78,434 △0.4 45,623

資本合計  11,603,596 63.1 12,516,482 62.0 912,886

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 18,377,668 100.0 20,203,237 100.0 1,825,568
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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) 
増減 

区       分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円) 百分比
(％)

金額 
(千円)

Ⅰ 売上高  18,255,635 100.0  19,874,163 100.0 1,618,528

Ⅱ 売上原価 ※２ 16,469,075 90.2  17,443,243 87.8 974,167

売上総利益  1,786,559 9.8  2,430,920 12.2 644,360

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 1,507,430 8.3  1,547,330 7.8 39,900

営業利益  279,129 1.5  883,589 4.4 604,460

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  8,307 13,371  

２ 受取配当金  21,173 21,539  

３ 固定資産賃貸料  15,977 14,872  

４ 連結調整勘定償却額  9,407 12,414  

５ 持分法による投資利益  72,149 78,758  

６ 雑収入  24,296 151,311 0.8 44,838 185,796 0.9 34,484

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  6,331 7,098  

２ 手形売却損  1,141 1,087  

３ 従業員預り金利息  2,070 686  

４ 為替差損  9,515 ―  

５ 雑損失  2,030 21,088 0.1 3,043 11,916 0.0 △9,172

経常利益  409,351 2.2  1,057,468 5.3 648,116

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金戻入益  2,081 ―  

２ 投資有価証券売却益  90,628 ―  

３ 受取保険収入  8,565 101,275 0.5 4,197 4,197 0.0 △97,078

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※３ 104 ―  

２ 固定資産除却損 ※４ 19,370 92,439  

３ 投資有価証券評価損  343 ―  

４ 商品土地評価損  1,835 ―  

５ 減損損失 ※５ ─ 313,602  

６ その他 ※６ 3,110 24,764 0.1 4,499 410,541 2.1 385,777

税金等調整前当期純利益  485,862 2.6  651,124 3.2 165,261

法人税、住民税及び事業税  164,589 481,861  

過年度法人税等  30,666 ―  

法人税等調整額  13,301 208,557 1.1 △58,063 423,798 2.1 215,240

少数株主損益  16,406 0.1  12,511 0.0 △3,895

当期純利益  260,898 1.4  214,814 1.1 △46,084
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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  435,439  435,439

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 １ 株式交換による自己株式 
   の割当 

 ― ― 58,684 58,684

Ⅲ 資本剰余金期末残高  435,439  494,124

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  9,679,652  9,790,058

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １ 当期純利益  260,898 214,814 

 ２ 連結子会社の決算日変更
による利益剰余金増加高 

 338 261,237 ― 214,814

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  126,965 119,425 

 ２ 役員賞与  23,865 150,830 21,589 141,014

9,790,058 9,863,857
Ⅳ 利益剰余金期末残高   
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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(千円) 金額(千円) 

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  485,862 651,124 
２ 減価償却費  1,422,483 1,363,823 
３ 連結調整勘定償却額  △9,407 △12,414 
４ 減損損失  ― 313,602 
５ 退職給付引当金の増減額(△は減少額)  38,215 77,757 
６ 役員退職慰労引当金の増減額 
(△は減少額) 

 △36,829 4,640 

７ 賞与引当金の増減額(△は減少額)  △14,599 1,244 
８ 貸倒引当金の増減額(△は減少額)  222 3,892 
９ 受取利息及び受取配当金  △29,480 △34,911 
10 支払利息  8,401 7,785 
11 受取保険収入  △8,565 ― 
12 固定資産除却損  19,370 92,439 
13 固定資産売却損  104 ― 
14 投資有価証券売却益  △90,628 ― 
15 投資有価証券評価損  343 ― 
16 持分法投資利益  △72,149 △78,758 
17 売上債権の増減額(△は増加額)  △358,577 △437,354 
18 たな卸資産の増減額(△は増加額)  △103,302 △143,083 
19 仕入債務の増減額(△は減少額)  292,861 420,894 
20 未払消費税等の増減額(△は減少額)  △46,314 35,487 
21 役員賞与金の支払額  △25,000 △23,200 
22 その他(純額)  △9,206 △79,008 
小計  1,463,805 2,163,959 

23 利息及び配当金の受取額  29,480 34,911 
24 利息の支払額  △8,401 △7,785 
25 法人税等の支払額  △179,535 △221,302 
営業活動によるキャッシュ・フロー  1,305,349 1,969,782 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
１ 定期預金の増減額(純額)(△は増加額)  520,891 5,131 
２ 有価証券の取得による支出  ― △4,317 
３ 有形固定資産の取得による支出  △1,817,971 △2,947,641 
４ 無形固定資産の取得による支出  △20,682 △1,795 
５ 投資有価証券の取得による支出  △4,774 57,669 
６ 投資有価証券の償還による収入  ― 13,317 
７ 投資有価証券の売却による収入  113,395 ― 
８ 貸付による支出  △20 ― 
９ 貸付金の回収による収入  26,500 1,515 
10 連結子会社株式の取得による支出  △15,900 ― 
11 保険積立金の増加による支出  △1,921 ― 
12 保険積立金の減少による収入  58,559 3,897 
13 出資金の清算による収入  ― 24,690 
14 関係会社への出資による支出  ― △186,481 
15 その他(純額)  △37,096 △7,353 
投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,179,020 △3,041,366 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
１ 短期借入金の増減額(純額) 
  (△は減少額) 

 115,000 △25,053 

２ 長期借入金の借入による収入  1,000,000 ― 
３ 長期借入金の返済による支出  △2,000 △183,500 
４ 配当金の支払額  △126,965 △119,425 
５ 少数株主への配当金の支払額  △2,456 △4,380 
６ 自己株式の取得による支出  △3,844 45,623 
財務活動によるキャッシュ・フロー  979,733 △286,736 

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額  ― 137,168 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)  1,106,062 △1,221,151 
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  2,073,581 3,179,643 
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 ※１ 3,179,643 1,958,492 
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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 

 (1) 連結子会社の数  ３社 

   連結子会社の名称 

    土岐可鍛工業㈱ 

    ㈱チューキョー 

蘇州中央可鍛有限公司 

なお、蘇州中央可鍛有限公司を設立したことによ

り連結子会社の数は１社増加しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数  ３社 

   連結子会社の名称 

    土岐可鍛工業㈱ 

    ㈱チューキョー 

蘇州中央可鍛有限公司 

 (2) 非連結子会社名 

 

――――――― 

 

 

 (2) 非連結子会社名 

 

――――――― 

 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社数  １社 

   会社等の名称 蘇州石川製鉄有限公司 

 (2) 持分法を適用しない関連会社の名称  

   みづほ金属工業㈱・第一鋳造㈱・名古屋化学 

工業㈱・中央研削工業㈱ 

(持分法を適用しない理由) 

  関連会社みづほ金属工業㈱他３社については、それ

ぞれ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、これら

の会社に対する投資については、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 

 (1) 持分法を適用した関連会社数  １社 

   会社等の名称 蘇州石川製鉄有限公司 

 (2) 持分法を適用しない関連会社の名称  

   みづほ金属工業㈱・第一鋳造㈱・名古屋化学 

工業㈱・中央研削工業㈱ 

(持分法を適用しない理由) 

  関連会社みづほ金属工業㈱他３社については、それ

ぞれ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、これら

の会社に対する投資については、持分法を適用せず原

価法により評価しております。 

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㈱チューキョーの決算日を１月末

日から３月末日に変更しております。平成16年２月１

日から同３月末日にかかる期間の損益については、決

算日変更による利益剰余金の増加として処理しており

ます。 

  また、蘇州中央可鍛有限公司の決算日は12月末日で

あります。 

  連結財務諸表の作成にあたっては同決算日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日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 

  連結子会社のうち土岐可鍛工業㈱及び㈱チューキョ

ーの決算日は連結決算日と一致しております。また、

蘇州中央可鍛有限公司の決算日は12月末日でありま

す。 

  連結財務諸表の作成にあたっては同決算日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日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。 

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 

  (イ)有価証券の評価基準及び評価方法 

    その他有価証券 

     ① 時価のあるもの 

       決算日の市場価格等に基づく時価法 

       (評価差額は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定)

     ② 時価のないもの 

       移動平均法による原価法 

  (ロ)たな卸資産の評価基準及び評価方法 

       総平均法による原価法 

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 

  (イ)有価証券の評価基準及び評価方法 

    その他有価証券 

     ① 時価のあるもの 

        同左 

 

 

     ② 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 

        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) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  (イ)有形固定資産 

    定率法 

    主な耐用年数は以下のとおりである。 

     建物及び構築物       10～50年 

     機械装置及び運搬具     ２～12年 

     工具・器具・備品      ２～15年 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  (イ)有形固定資産 

        同左 

 

  (ロ)無形固定資産 

    定額法 

  (ロ)無形固定資産 

        同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  (イ)貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  (イ)貸倒引当金 

        同左 

  (ロ)賞与引当金 

    従業員の賞与の支払いに充てるため、賞与支給

見込額の当期負担額を計上しております。 

  (ロ)賞与引当金 

        同左 

  (ハ)退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき当連結会計年度末において発生している

と認められる額を計上しております。 

    なお、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(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す

ることとしております。 

  (ハ)退職給付引当金 

        同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ニ)役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金支給に備えるため、役員退職慰

労金規定に基づく、期末要支給額を計上しておりま

す。 

  (ニ)役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 (4) 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を採

用しております。 

 (4) 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) 

 (5) 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。 

 (5) 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、５年間で均等償却を行っておりま

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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日又は償還日の到来する流動性の高い、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

クしか負わない短期的な投資であります。 

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 

 

（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。 

 これにより、税金等調整前当期純利益が313,602千円

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当該各資産の

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) 

 「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日以降に開始する事業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18,348千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

が、18,348千円減少しております。 

 

――――――― 
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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３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 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) 81,999千円

  その他(出資金) 210,668 
 

※１ 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) 81,999千円

  その他(出資金) 435,831 
 

 ２ 保証債務 みづほ金属工業㈱ 150,000千円

 (金融機関借入金) 
 

 ２ 保証債務 みづほ金属工業㈱ 150,000千円

 (金融機関借入金) 
 

※３ 国庫補助金により固定資産の取得価額から控除し

た圧縮記帳の累計額は次のとおりであります。 

  機械装置及び運搬具 28,954千円

  工具・器具・備品 916 
 

※３ 国庫補助金により固定資産の取得価額から控除し

た圧縮記帳の累計額は次のとおりであります。 

  機械装置及び運搬具 28,954千円

  工具・器具・備品 916 
 

 ４ 受取手形割引高 70,978千円
 

 ４ 受取手形割引高 70,534千円
 

 ５ 当座貸越契約 

   当社及び連結子会社(土岐可鍛工業㈱、㈱チュー

キョー)においては、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額の総額 2,000,000千円

借入実行残高 97,000 

差引未実行残高 1,903,000 
 

 ５ 当座貸越契約 

   当社及び連結子会社(土岐可鍛工業㈱、㈱チュー

キョー、蘇州中央可鍛有限公司)においては、運転

資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座

貸越契約を締結しております。これらの契約に基づ

く当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越極度額の総額 2,300,000千円

借入実行残高 816,000 

差引未実行残高 1,483,500 
 

※６ 当社発行済株式総数 普通株式  

15,400,000株 

※６ 当社発行済株式総数 普通株式  

15,400,000株 

※７ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 

普通株式 470,013株 
  

 

※７ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 

普通株式 326,045株 
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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 販売費及び一般管理費の主要な費目 

   荷造運搬費 515,407千円

   役員報酬 131,189 

   給与諸手当 339,109 

   賞与引当金繰入額 31,629 

   退職給付費用 26,625 

   役員退職慰労引当金繰入額 19,036 

   減価償却費 57,867 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目 

   荷造運搬費 507,497千円

   役員報酬 120,900 

   給与諸手当 360,659 

   賞与引当金繰入額 29,680 

   退職給付費用 19,305 

   役員退職慰労引当金繰入額 17,927 

   減価償却費 60,809 
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

 75,792千円
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

 61,783千円
 

※３ 固定資産売却損の内訳 

   機械装置及び運搬具 90千円

   工具・器具・備品 14 

計 104 
 

※３ 固定資産売却損の内訳 

 

―――――――― 

※４ 固定資産除却損の内訳 

   建物及び構築物 1,173千円

   機械装置及び運搬具 16,699 

   工具・器具・備品 1,497 

計 19,370 
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

   建物及び構築物 770千円

   機械装置及び運搬具 86,223 

   工具・器具・備品 5,445 

計 92,439 
 

 
※５ 
 

――――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※６ その他の内訳 

貸倒引当金繰入額 1,000千円

会員権売却損 2,110 

計 3,110 
 

 
※５  
 当連結会計年度において、以下の資産について減損損
失を計上しております。 
 

場所 用途 種類 
岐阜県土岐市 工場予定地 土地 

当社グループは、連結財務諸表の事業の種類別セグメン
トをベースに資産のグルーピングを行っております。そ
の結果、現在未利用地となっております岐阜県土岐市の
土地（工場予定地）につきまして、減損損失（313,602
千円）を認識いたしました。 
 （回収可能額の算定方法等） 
正味売却額、不動産鑑定評価基準 

※６ その他の内訳 

出資金清算損 4,499千円

 
 

(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 

現金及び預金勘定 1,806,744千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △217,281 

取得日から３ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資(有価証券) 

1,590,180 

現金及び現金同等物 3,179,643 
   

※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 

現金及び預金勘定 1,285,413千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △212,150 

取得日から３ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資(有価証券) 

885,228 

現金及び現金同等物 1,958,492 

  

 

(リース取引関係) 

 

有価証券報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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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) 

 

１ 売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

 

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

３ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 308,450 1,160,165 851,715

(2) 債券 

   社債 29,000 29,176 176

(3) その他 37,529 39,291 1,762

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

小計 374,979 1,228,632 853,653

(1) 株式 ― ― ―

(2) その他 ― ― ―

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

小計 ― ― ―

合計 374,979 1,228,632 853,653

(注) 当連結会計年度において、減損処理を行ったものはありません。当該株式の減損にあたっては、時価が取

得原価に対して40％以上下落した場合に減損処理を行っております。 

 

４ 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 

 

５ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却金額 

(千円) 

売却益の合計額 

(千円) 

115,101 90,628
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６ 時価評価されていない有価証券 

 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

キャッシュリザ－ブファンド 850,170

ＴＡマネ－アルファ－オ－プン 740,009

非上場株式(店頭売買株式を除く) 82,287

割引金融債券 3,158

合計 1,675,626

 

７ 当連結会計年度中の保有目的の変更 

該当事項はありません。 

 

８ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

 

区分 
１年以内 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

① 債券   

   その他 12,158 20,000 ─ ─

② その他 30,000 7,529 ─ ─

合計 42,158 27,529 ─ ─
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当連結会計年度(平成18年３月31日) 

 

１ 売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

 

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

３ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 309,464 1,991,955 1,682,491

(2) 債券 

   社債 ― ― ―

(3) その他 7,529 14,862 7,333

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

小計 316,993 2,006,817 1,689,824

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券 

   社債 20,000 19,688 △312

(3) その他 30,000 29,865 △135

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

小計 50,000 49,553 △447

合計 366,993 2,056,370 1,689,377

(注) 当連結会計年度において、減損処理を行ったものはありません。当該株式の減損にあたっては、時価が取

得原価に対して40％以上下落した場合に減損処理を行っております。 

 

４ 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 

 

５ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
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６ 時価評価されていない有価証券 

 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

キャッシュリザ－ブファンド 880,026

ＴＡマネ－アルファ－オ－プン 5,202

非上場株式(店頭売買株式を除く) 82,287

割引金融債券 3,158

合計 970,674

 

７ 当連結会計年度中の保有目的の変更 

該当事項はありません。 

 

８ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

 

区分 
１年以内 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

① 債券   

   その他 3,158 20,000 ─ ─

② その他 30,000 7,529 ─ ─

合計 33,158 27,529 ─ ─

 

 

(デリバティブ取引関係) 

 

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) 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないた

め、該当事項はありません。 

 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないた

め、該当事項はありません。 
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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(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

 
自動車及び 
車両部品関連
事業(千円) 

金属椅子及び
椅子部品関連
事業(千円)

その他の事業
(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 

15,333,329 1,202,499 1,719,806 18,255,635 ― 18,255,635

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― (―) ―

計 15,333,329 1,202,499 1,719,806 18,255,635 (―) 18,255,635

営業費用 14,486,782 1,182,635 1,667,747 17,337,165    639,341 17,976,506

営業利益 846,547 19,863 52,059 918,470 (639,341) 279,129

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 
資産 

 
9,873,052 1,355,272 1,744,811 12,973,136

 
5,404,532 18,377,668

減価償却費 1,219,153 27,009 123,523 1,369,686 47,659 1,417,346

資本的支出 1,393,474 37,117 343,811 1,774,403 37,534 1,811,937

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

事業区分 主要製品名 

自動車及び車両部品関連事業 各種ブラケット類、アクスルハブ等 

金属椅子及び椅子部品関連事業 オフィス向け各種椅子、施設向け各種椅子等 

その他の事業 産業機械用部品、油圧機器用部品等 

２ 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(639,341千円)の主なものは、当社の総

務部に係る費用であります。 

３ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産(5,404,532千円)の主なものは、当社での資産(現金預

金、有価証券及び投資有価証券)であります。 
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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) 

 

 
自動車及び 
車両部品関連
事業(千円) 

金属椅子及び
椅子部品関連
事業(千円)

その他の事業
(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 

16,697,932 1,206,713 1,969,517 19,874,163 ― 19,874,163

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― (―) ―

計 16,697,932 1,206,713 1,969,517 19,874,163 (―) 19,874,163

営業費用 15,175,521 1,186,792 1,925,541 18,287,855    702,718 18,990,573

営業利益 1,522,411 19,920 43,976 1,586,308 (702,718) 883,589

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 
資産 

 
9,829,955 1,303,100 3,575,086 14,708,142

 
5,495,094 20,203,237

減価償却費 1,159,668 22,043 134,451 1,316,164 47,659 1,363,823

資本的支出 1,368,244 2,529 1,617,880 2,988,653 4,770 2,993,425

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

事業区分 主要製品名 

自動車及び車両部品関連事業 各種ブラケット類、アクスルハブ等 

金属椅子及び椅子部品関連事業 オフィス向け各種椅子、施設向け各種椅子等 

その他の事業 産業機械用部品、油圧機器用部品等 

２ 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(702,718千円)の主なものは、当社の総

務部に係る費用であります。 

３ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産(5,495,094千円)の主なものは、当社での資産(現金預

金、有価証券及び投資有価証券)であります。 

 

所在地別セグメント情報 

 前連結会計年度、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計及び全セグメン

トの資産の金額の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略

しております。 

 

海外売上高 

 前連結会計年度、当連結会計年度については、海外売上高の10％未満であるため、記載を省 

略しております。 
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平成１８年３月期　　決算発表参考資料

中央可鍛工業株式会社
（ｺｰﾄﾞ番号５６０７）

連 結 情 報

(１）連結業績の推移 (百万円)

期     別 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益

平成１８年３月期 19,874 883 1,057 214
（対前期増減率） 8.9 % 3.2 倍 2.6 倍 △ 17.7 %
〈連 単 倍 率〉 1.03 1.19 1.22 1.64

平成１７年３月期 18,255 279 409 260
平成１６年３月期 16,898 599 700 352
平成１５年３月期 15,194 542 597 231
平成１４年３月期 14,900 693 748 341

（２）連結財政状態 (百万円)

純　資　産 株 主 資 本 株主資本比率

平成１８年３月期 20,203 12,516 62.0 %

平成１７年３月期 18,377 11,603 63.1 %
増      減 1,826 913 △ 1.1 %

（３）連結の範囲

連結子会社数  2 社  国内   土岐可鍛工業㈱・㈱チュ－キョ－

 1 社  国外   蘇州中央可鍛有限公司

持分法適用会社数  1 社  国外   蘇州石川製鉄有限公司

（４）平成19年3月期の連結業績予想 　(百万円)

連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益

中   間   期 10,100 350 450 230
(対前年同期増減率） 4.9 % 3.2 % 11.1 %       - %
通        期 20,600 950 1,100 530

（対前期増減率） 3.7 % 7.6 % 4.1 % 147.7 %

 (５)連結設備投資額の推移             (百万円)

平成19年3月期 平成18年3月期 平成17年3月期

（　計画　） （　実績　） （　実績　）

設 備 投 資 額 2,000 3,140 1,484

減 価 償 却 費 1,650 1,363 1,417




