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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 
 

18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
３，８１７   ０．４ 
３，８０２    ― 

百万円   ％ 
 △１１０    ― 
 △２７０    ― 

百万円   ％ 
△ ８７    ―   
△２４５    ―   

 

 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   ％ 
１９    ―   

△２１１    ―   

円  銭 
  １．００ 
△１１．０９ 

円  銭 
―  ―  
―  ―  

％ 
０．７  

△７．７  

％ 
△２．０  
△６．５  

％ 
△２．３  
△６．５  

(注)①持分法投資損益      18年３月期    ―  百万円   17年３月期    ―   百万円 
②期中平均株式数（連結）  18年３月期  19,048,899株     17年３月期   19,062,514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 
４，９８０    
３，６７５    

百万円 
２，８５２    
２，６４９    

％ 
５７．３  
７２．１  

円   銭 
１４９．８１  
１３９．０２  

(注)期末発行済株式数（連結）  18年３月期 19,041,754株     17年３月期 19,055,631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 
△ ８１    
△３３７    

百万円 
△４４６    

０    

百万円 
４９１    
△８    

百万円 
３８１    
４１６    

 
(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   １社   持分法適用非連結子会社数   ―社   持分法適用関連会社数   ―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 
１，８８０    
３，６６０    

百万円 
△１７０    
△３６０    

百万円 
△１８５    
９００    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） ４７円２６銭 

 
（注）１．記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。 
      ２．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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記の業績予想に
関する事項は、決算短信の参考資料をご参照ください。 
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Ⅰ. 企業集団の状況 
         当企業集団は中日本鋳工株式会社（以下「当社」）、子会社１社により構成されております。

当社は自動車関連製品・ポンプ関連製品・油圧関連製品等の鋳造品の製造販売を主な事業内容と

しております。連結子会社である株式会社旭メンテナンス工業は熱交換器等のメンテナンスおよ

び工具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 
    

製 

商 

品 

   

製 

商 

品 

メ
ン
テ
ナ
ン
ス 

         当     社 
  連結子会社 

  株式会社 旭メンテナンス工業 

 

        関係会社の状況 
 

名  称 住 所 資本金 主要な事業 
内容 

議 決 権 の
所有割合 関係内容 

連結子会社 千円 ％

株式会社 
旭メンテナンス工業 

三重県桑名市 
40,000 

熱交換器等のメ
ンテナンス及び
工具の製造販売 95.7 

資金の貸付 
債務の保証 
役員の兼務３名 

 

 

 

Ⅱ. 経営方針 
  １．経営の基本方針 

  当社は、銑鉄鋳物製造会社として「ものづくりを通し社会に貢献し、未来を見つめて挑戦し、

お客様に満足を提供する」を経営理念として掲げ、素形材から加工・組立までの一貫生産体制を

確立し、顧客の工程削減要請に対応するとともに、品質の向上・納期の遵守・原価低減を常に心

がけております。 

  また、長期的展望のもとに創造性を発揮し、着実な成長と収益性を追求すると共に企業として

の社会的責任を果たすことを経営の基本としております。 

 

   ２．利益配分に関する基本方針 

  当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な課題のひとつと考え、業績に対応した安定配

当を行うことを基本としたうえで、経営基盤の強化のため内部留保に努めることを基本方針とし

ておりますが、近年の業績不振により配当見送りのやむなきに至っております。当期につきまし

ても誠に遺憾ではございますが、配当を見送りさせて頂きたいと存じます。早急に業績の回復を

努力し、安定配当に復配せるよう努力を致す覚悟であります。 
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   ３．中長期的経営戦略と会社の対処すべき課題 

  鋳物製品の軽量化による材質転換と海外調達による受注量の減少、原材料価格及び鋳物燃料価

格の高値継続、販売価格の安値継続等、鋳造業界の動向に対処すべく、当社といたしましては、

鋳物事業においては、営業面で重点分野・重点製品の新規取引先発掘、高付加価値製品の積極的

な受注活動を展開するとともに製造面では、難易度の高い製品の製造および生産性向上によるコ

スト低減に対応すべく生産体制の確立に全力を傾注いたします。製造設備につきましては、生産

性及び品質の向上を目的に最新設備への更新を考慮に入れ進めてまいります。また、技術を担う

人材の育成に注力し、継続的な人的資源の育成による体質強化を図る事が最大の対処すべき課題

であります。また、メンテナンス事業につきましては、既存取引先への販売強化、新規取引先の

販路の拡大等、営業活動の強化をする事が最大の対処すべき課題であります。それらを中期経営

計画から年度基本計画に展開し、経営の建て直しを図る所存でございます。 

 

 
Ⅲ． 経営成績及び財政状態 

１．経営成績 

  当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益の改善を背景に設備投資が増加するととも

に、個人消費も一部に力強い動きが見られるなど景気は回復基調が続いております。その一方で、

原油価格や資材価格の高騰による企業業績に与える影響が懸念される状況で推移いたしました。 

  当社をとりまく経営環境は、鋳物原材料費および鋳物燃料費の高値継続に加えて、販売価格の

安値継続により極めて苦しい経営を強いられております。 

  このような情勢下、経営全般にわたり、諸政策を講じ努力いたしましたが、当連結会計年度の

売上高は、3,817百万円と前期に比べ14百万円、率にして0.4%の微増となりました。利益面につ

きましても、87百万円（前年同期は245百万円の経常損失）の経常損失を計上することとなりま

した。また、当期純利益につきましては、固定資産の減損損失26百万円、投資有価証券評価損12

百万円等がありましたものの投資有価証券の売却益159百万円等の計上により19百万円（前年同

期は211百万円の純損失）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績を示しますと、次のとおりであります。 

①鋳物事業 

   当事業部門におきましては、営業面では重点分野・重点製品の新規取引先発掘に懸命な受

注活動を展開するとともに、製造面では、難易度の高い製品の生産及び工程改善による徹底

した生産性向上に全力を傾注したものの、十分な効果をあげることができず、売上高は、

3,785百万円（前年同期は3,774百万円）、営業損失は、42百万円（前年同期は201百万円の

営業損失）となりました。 

②メンテナンス事業 

当事業部門におきましては、市場調査、販売体制の強化を行い積極的な販売活動の展開を

実施したものの全体の売上に貢献するまでに到らず、売上高は，31百万円（前年同期は28百

万円）、営業損失は、19百万円（前年同期は24百万円の営業損失）となりました。 
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２．財政状態 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、81百万円（前年同期は337百万円の収入減）の支出

増となりました。主な内訳は税金等調整前当期純利益21百万円を計上し、売上債権の減少額28百

万円、仕入債務の増加額6百万円等を計上したためであります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、446百万円（前年同期は0百万円の収入増）の支出

増となりました。これは有形固定資産の取得による支出600百万円、投資有価証券の取得による

支出760百万円および投資有価証券の売却による収入897百万円が主なものであります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、491百万円（前年同期は8百万円の収入減）の収入

増となりました。これは長期借入による収入500百万円であります。 

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期に比較して35百万円減の381百万円と

なりました。 

 

 

    ３．次期の業績予想について 

  鋳物事業につきましては、電機部品、ミシン部品等の海外移転が進むとともに、不採算部品の

見直し等の減少要因に対して、油圧部品および汎用エンジン部品の高付加価値製品の受注活動を

強化することにより売上高は横ばいとなる見込みであります。また、メンテナンス事業につきま

しては、販路拡大の年として、体制固めに重点を置き、売上高は60百万円を見込んでおり、全体

として次期売上高は3,660百万円、経常利益は△360百万円、本社工場跡地の売却益1,610百万円、

建物、機械装置等の除却損320百万円を見込み、当期純利益は900百万円を予想しております。 

   

 

    ４．事業等のリスク 

    （１）財務状態および経営成績への影響 

 当社で生産する鋳造品は、銑鉄・鉄屑を原材料とし、燃料としてコークスを使用しております。

これら原材料、燃料等の需要が国際的に増加し、それに伴い品不足を背景に価格が急騰し高値継

続することのより製造原価を大きく押し上げており、それが製品価格に転嫁しにくい状態が継続

することと思われます。また、工場移転に伴い新旧工場並行稼動をすることを余儀なくされ、生

産性が著しく悪化することが予測されます。これらの要因を解消できない場合には、当社の経営

成績に影響を与える可能性があります。 

 

    （２）グループ会社による影響 

  子会社である旭メンテナンス工業の業績が当初の目標を大きく下回る結果となっております。

売上高につきましては目標の５割程度の達成であり、当期も固定資産の減損等影響を与えており

ます。今後の同社の動向によりましては、更に当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 
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    （３）品質問題による影響 

  当社は、ISO取得など「品質」を経営の最重要事項の一つとしております。しかしながら銑鉄

鋳物部品の開発・製造等における品質上のリスクの全てを完全に除去することは困難なものと認

識しております。訴訟等により高額の賠償請求を受けた場合には、十分なカバーができないケー

スも想定され、そのことによる当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

    （４）人材による影響 

  高齢化が進むと同時に中高年層の定年により、技術と経験を有する者の喪失及び若年層への技

術の伝承が間に合わないことによる生産活動への影響が懸念され、当社の経営成績に影響を与え

る可能性があります。 

 

    （５）製品の変化による影響 

  当社が得意とする従来主力製品であり、鋳造から加工・組付けまでの一貫生産製品であったミ

シン・ポンプ関係の製品が海外シフトされ、精密小物製品である自動車関係部品・油圧関係部

品・ポンプ部品等、技術・品質管理レベルの高い製品への転換が求められております。これら製

品転換がスムーズに行なわれない場合には、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 
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  連結財務諸表等 

  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) 

比較増減 

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   416,788   381,061   

 ２ 受取手形及び売掛金   1,447,342   1,475,795   

 ３ たな卸資産   401,313   412,139   

 ４ その他   17,863   106,398   

 ５ 貸倒引当金   △2,150   △2,600   

   流動資産合計   2,281,157 62.1  2,372,795 47.6 91,637 

Ⅱ 固定資産         

 １ 有形固定資産 ※1        

  (1) 建物及び構築物 ※2  227,529   200,562   

  (2) 機械装置及び運搬具   275,255   278,999   

  (3) 工具器具及び備品   75,973   77,042   

  (4) 土地 ※2  60,125   519,639   

  (5) 建設仮勘定    16,537   500,457   

   有形固定資産合計   655,420 17.8  1,576,701 31.7 921,280 

 ２ 投資その他の資産         

  (1) 投資有価証券   697,899   1,005,902   

  (2) 出資金   30,080   18,080   

  (3) 破産・更生債権等   14,773   6,610   

  (4) その他   26,482   18,820   

  (5) 貸倒引当金   △30,273   △18,610   

   投資その他の資産合計   738,961 20.1  1,030,803 20.7 291,841 

   固定資産合計   1,394,382 37.9  2,607,504 52.4 1,213,122 

   資産合計   3,675,539 100.0  4,980,299 100.0 1,304,759 
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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) 比較増減 

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   629,516   622,882   

 ２ １年内返済予定長期借入金   6,286   18,396   

 ３ 未払金   30,045   86,599   

 ４ 未払費用   47,858   53,689   

 ５ 未払法人税等   8,980   7,046   

 ６ 未払消費税等   9,336   12,785   

 ７ 賞与引当金   18,022   24,730   

 ８ その他   15,923   98,641   

   流動負債合計   765,968 20.8  924,772 18.6 158,803 

Ⅱ 固定負債         

 １ 長期借入金   24,894   506,498   

 ２ 繰延税金負債   91,160   232,109   

 ３ 退職給付引当金   143,947   90,103   

 ４ 長期未払金   ―   373,600   

 ５ その他   500   500   

   固定負債合計   260,502 7.1  1,202,811 24.1 942,308 

   負債合計   1,026,471 27.9  2,127,583 42.7 1,101,112 

         

         

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※3  1,437,050 39.1  1,437,050 28.9 ― 

Ⅱ 資本剰余金   965,788 26.3  965,788 19.4 ― 

Ⅲ 利益剰余金   67,601 1.8  86,704 1.7 19,103 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   182,006 5.0  368,358 7.4 186,351 

Ⅴ 自己株式 ※3  △3,377 △0.1  △5,185 △0.1 △1,807 

   資本合計   2,649,068 72.1  2,852,715 57.3 203,646 

   負債及び資本合計   3,675,539 100.0  4,980,299 100.0 1,304,759 
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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) 

比較増減 

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   3,802,569 100.0  3,817,304 100.0 14,735 

Ⅱ 売上原価   3,602,265 94.7  3,507,194 91.9 △95,070 

   売上総利益   200,304 5.3  310,110 8.1 109,805 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   470,793 12.4  420,232 11.0 △50,561 

   営業損失   270,489 △7.1  110,122 △2.9 160,367 

Ⅳ 営業外収益         

 １ 受取利息  241   467    

 ２ 受取配当金  9,552   11,023    

 ３ 賃貸料  10,824   10,349    

 ４ 貸付有価証券品貸料  1,814   ―    

 ５ 雑収入  3,383 25,816 0.6 4,268 26,108 0.7 292 

Ⅴ 営業外費用         

 １ 支払利息  948   3,247    

 ２ 雑支出  285 1,233 0.0 239 3,486 0.1 2,252 

   経常損失   245,906 △6.5  87,500 △2.3 158,406 

Ⅵ 特別利益         

 １ 固定資産売却益 ※1 ―   298    

 ２ 投資有価証券売却益  73,473   159,669    

 ３ 貸倒引当金戻入益  ―   3,500    

 ４ 賞与引当金戻入益  10,104   ―    

 ５ その他  3,953 87,531 2.3 1,902 165,370 4.3 77,839 

Ⅶ 特別損失         

 １ 固定資産処分損 ※２ 5,374   7,492    

 ２ 投資有価証券売却損  14,466   9,986    

 ３ 投資有価証券評価損  28,294   12,372    

 ４ 役員退職金  2,891   ―    

 ５ 減損損失 ※３ ― 51,026 1.3 26,029 55,881 1.4 4,854 

   税金等調整前当期純損失   209,401 △5.5  ― ― 209,401 

   税金等調整前当期純利益   ― ―  21,989 0.6 21,989 

   法人税、住民税及び事業税   2,880 0.1  2,886 0.1 6 

   少数株主損失   856   ―  856 

   当期純損失   211,425 △5.6  ― ― 211,425 

   当期純利益   ― ―  19,103 0.5 19,103 
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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) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)       

Ⅰ 資本剰余金期首残高   965,788  965,788 ― 

       

Ⅱ 資本剰余金期末残高   965,788  965,788 ― 

       

(利益剰余金の部)       

Ⅰ 利益剰余金期首残高   279,026  67,601 △211,425 

       

Ⅱ 利益剰余金増加高       

   当期純利益  ― ― 19,103 19,103 19,103 

Ⅲ 利益剰余金減少高       

   当期純損失  211,425 211,425 ― ― 211,425 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   67,601  86,704 19,103 
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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) 

比較増減 

区  分 注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

   税金等調整前当期純利益(又は純損失)  △209,401 21,989  

   減価償却費  96,303 86,052  

   減損損失  ― 26,029  

   連結調整勘定償却額  47,872 ―  

   投資有価証券売却損  14,466 9,986  

   投資有価証券売却益  △73,473 △159,669  

   投資有価証券評価損  28,294 12,372  

   固定資産処分損  5,374 7,492  

   固定資産売却益  ― △298  

   貸倒引当金の増減額  8,101 △11,213  

   退職給付引当金の減少額  △36,463 △53,843  

   賞与引当金の増減額  △5,484 6,708  

   受取利息及び受取配当金  △9,793 △11,490  

   支払利息  948 3,247  

   売上債権の増加額  △202,711 △28,452  

   たな卸資産の増減額  32,552 △10,826  

   仕入債務の減少額  △66,674 △6,633  

   未払金の増加額  1,519 2,004  

   未払費用の増減額  △561 5,831  

   未払消費税等の増加額  9,336 3,449  

   未収消費税等の減少額  7,520 ―  

   役員退職金  2,891 ―  

   その他  8,519 10,429  

    小計  △340,864 △86,836 254,028 

   受取利息及び配当金の受取額  9,793 11,490  

   支払利息の支払額  △948 △3,001  

   法人税等の支払額  △2,804 △2,882  

   役員退職金の支払額  △2,891 ―  

   営業活動によるキャッシュ・フロー  △337,715 △81,229 256,486 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

   有価証券の償還による収入  60,886 ―  

   投資有価証券の取得による支出  △611,956 △760,143  

   投資有価証券の売却による収入  620,568 897,318  

   有形固定資産の取得による支出  △66,502 △600,765  

   有形固定資産の売却による収入  ― 920  

   事業保険払込金の拠出  △2,296 △2,297  

   事業保険払込金の解約による収入  ― 11,234  

   長期前払費用の増加額  ― △4,670  

   出資金の償還による収入  ― 12,000  

   投資活動によるキャッシュ・フロー  699 △446,403 △447,103 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

   長期借入れによる収入  ― 500,000  

   長期借入金返済による支出  △7,536 △6,286  

   自己株式の取得による支出  △1,098 △1,807  

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △8,634 491,906 500,540 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △345,650 △35,726 309,923 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  762,439 416,788 △345,650 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 416,788 381,061 △35,726 
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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 子会社は全て連結しております。 
 連結子会社の数     １社 

 連結子会社の名称 
 株式会社旭メンテナンス工業 

子会社は全て連結しております。 
 連結子会社の数     １社 

 連結子会社の名称  
株式会社旭メンテナンス工業 

２ 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。 

同左 

３ 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 

その他の有価証券 
   ①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
入法にて処理し，売却原価は移動
平均法により算定しておりま

す。） 

(イ)有価証券 

 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 
      移動平均法に基づく原価法 

     なお，有価証券の分類は「金融
商品に係る会計基準」によってお
ります。 

   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 
①製品・半製品 

       総平均法に基づく原価法 
    ②商品・原材料・貯蔵品 
       月次移動平均法に基づく原価

法 

(ロ)たな卸資産の評価基準及び評価方
法 
①製品・半製品 

同左 
    ②商品・原材料・貯蔵品 

同左 

 (2) 重要な固定資産の減価
償却の方法 

①有形固定資産 
定率法によっております。た

だし，平成10年4月以降に取得し
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。 
耐用年数及び残存価額につい

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。 

①有形固定資産 
同左 

 ②無形固定資産 
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 

②無形固定資産 
――――― 
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項目 
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) 

 (3) 重要な引当金の計上基
準 

①貸倒引当金 
債権の貸倒れ損失に備えるため

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検討し，
回収不能見込額を計上しておりま

す。 

①貸倒引当金 
同左 

 

 ②賞与引当金 
      従業員賞与の支出に備えるた

め，将来の支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上してお
ります。 

②賞与引当金 
同左 

 

 ③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた
め，当連結会計年度末自己都合要支
給額による退職給付債務から年金資

産額を控除した金額を計上しており
ます。 

③退職給付引当金 

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

によっています。 

同左 

 

 (5) その他連結財務諸表作
成のための重要な事項 

消費税及び地方消費税の会計処理 
税抜方式によっております。 

消費税及び地方消費税の会計処理 
同左 

４ 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，全面時価評価法によってお
ります 

同左 

５ 連結調整勘定の償却 連結調整勘定の償却については，５

年間で均等償却しております。 
なお、当連結会計年度において、当

社は関係会社株式を減損処理しており

ますので、連結調整勘定を一括償却し
ております。 

――――― 

 

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，連結会計年度
中に確定した利益処分又は損失処理に

基づいて作成しております。 

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 

連結キャッシュ・フロー計算書上の
資金（現金及び現金同等物）は，手許
現金，要求払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か
月以内に満期または償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 

 



― 13 ― 

(会計方針の変更) 
 

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。これにより営業損失及
び経常損失は1,688千円減少し、税金等調整前当期純利

益が24,341千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

日以後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6,100千円増加
し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失が

6,100千円増加しております。 

――――― 
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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 有形固定資産の減価償却累計額 4,450,722千円
※２ このうち１年内返済予定長期借入金6,286千円及

び長期借入金24,894千円の担保として下記のとお
り提供しております 

建物 20,622千円 

土地 21,729千円 
※３ 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 54,369株 

なお，当社の発行済株式総数

は，普通株式19,110,000株で
あります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 4,438,713千円
※２ このうち１年内返済予定長期借入金18,396千円、

長期借入金506,498千円、未払金46,700千円及び
長期未払金373,600千円の担保として下記のとお
り提供しております 

建物 187,144千円
土地 519,639千円

※３ 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 68,246株 

なお，当社の発行済株式総数
は，普通株式19,110,000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 内訳は以下のとおりであります。 
土地 298千円

計 298 
  

※２ 内訳は以下のとおりであります。 
機械装置及び運搬具 4,642千円

工具器具及び備品 711 
その他 20 

計 5,374 
  

※２ 内訳は以下のとおりであります。 
機械装置及び運搬具 4,893千円

工具器具及び備品 2,599 

計 7,492 
  

※３       ――――― ※３ 当グループは、キャッシュ・フロー生成単位を基

礎に銑鉄鋳物関連事業とメンテナンス事業の２つに
資産のグループ化を行なっております。 

   当連結会計年度において、以下の資産グループに

ついて減損処理をしました。 

場所 メンテナンス事業  三重県桑名市 

用途 事務所・倉庫・製造装置 

種類 建物・土地・機械装置・その他（構
築物・工具器具備品） 

    

土地 7,491 千円 
建物 14,470  
機械装置 3,276  
その他 791  

合計 26,029  
   
   メンテナンス事業資産においては、営業損益が低

迷し、かつ帳簿価額に対し時価が著しく下落してい
るため、計上したもので回収可能価額まで、減損し
ております。なお、回収可能価額は正味売却価額に
より測定しており、正味売却価額については固定資
産税評価額に基づいた時価により算出しておりま
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 416,788千円 
  現金及び現金同等物 416,788千円 

 

※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 381,061千円 
  現金及び現金同等物 381,061千円 

 
 

 

(リース取引関係) 
 

      電子開示手続き（EDINET登録）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 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） 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 
   

株式 123,816 457,900 334,083 

債券 ― ― ― 

その他 33,194 33,300 105 

小計 157,011 491,200 334,188 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 
   

株式 232,293 155,891 △76,401 

債券 10,250 9,950 △300 

その他 41,738 30,331 △11,407 

小計 284,282 196,172 △88,109 

合計 441,294 687,373 246,079 

（注）１ 取得原価は，減損処理後の帳簿価額であります。当連結会計年度において減損処理を行い，投資有価証券
評価損28,294千円を計上しております。 

      ２ 時価のある有価証券については，個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べ50％以上下落している場
合は，減損の対象とし，30％以上下落した場合は，回復可能性の判断の対象とし，減損の要否を判断して
おります。 

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日） 

 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

633,275 73,473 14,466 

 
３ 時価のない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年3月31日） 

 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

   非上場株式 10,526 

 

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

（平成17年3月31日） 
 

 
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） 

債券   ―    10,250    ―    ― 

その他   ―    ―    ―    ― 

計   ―    10,250    ―    ― 
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当連結会計年度（平成18年3月31日） 

１ 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） 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

   

株式 231,455 857,486 626,030 

債券 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

小計 231,455 857,486 626,030 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

   

株式 120,508 104,387 △16,121 

債券 ― ― ― 

その他 41,738 32,447 △9,291 

小計 162,247 136,835 △25,412 

合計 393,702 994,321 600,618 

（注）１ 取得原価は，減損処理後の帳簿価額であります。当連結会計年度において減損処理を行い，投資有価証券
評価損12,372千円を計上しております。 

      ２ 時価のある有価証券については，個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べ50％以上下落している場
合は，減損の対象とし，30％以上下落した場合は，回復可能性の判断の対象とし，減損の要否を判断して
おります。 

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

916,770 159,669 9,986 

 
３ 時価のない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年3月31日） 

 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

   非上場株式 11,581 
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(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） 

当社グループは，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ため，該当事項はありません。 

 

 

 

 

(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 
①連結財務諸表提出会社は，昭和５４年１０月か
ら退職金の一部について，適格退職年金制度を

採用しておりましたが，平成４年４月より適格
退職年金制度に全面移行しております。 

②連結財務諸表提出会社は，昭和６１年４月よ

り，退職金制度とは別枠の日本金属プレス工業
厚生年金基金（総合設立）に加入し，厚生年金
基金制度を採用しております。 

（１）採用している退職給付制度の概要 
①連結財務諸表提出会社は，昭和５４年１０月か
ら退職金の一部について，適格退職年金制度を

採用しておりましたが，平成４年４月より適格
退職年金制度に全面移行しております。 

②連結財務諸表提出会社は，昭和６１年４月よ

り，退職金制度とは別枠の日本金属プレス工業
厚生年金基金（総合設立）に加入し，厚生年金
基金制度を採用しております。 

（２）退職給付債務に関する事項 

①適格退職年金制度（平成17年3月31日） 
ⅰ退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △143,947千円

退職給付引当金 △143,947 
 

（２）退職給付債務に関する事項 

①適格退職年金制度（平成18年3月31日） 
ⅰ退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △90,103千円

退職給付引当金 △90,103 
 

ⅱ退職給付費用に関する事項（自 平成16年4
月1日  至 平成17年3月31日） 

 勤務費用 28,361千円

 退職給付費用 28,361 
 

ⅱ退職給付費用に関する事項（自 平成17年4
月1日  至 平成18年3月31日） 

 勤務費用 46,615千円

 退職給付費用 46,615 
 

②厚生年金基金制度（平成17年3月31日） 
ⅰ退職給付債務に関する事項 

年金資産 432,087千円
 

②厚生年金基金制度（平成18年3月31日） 
ⅰ退職給付債務に関する事項 

年金資産 529,795千円
 

ⅱ退職給付費用に関する事項（自 平成16年4
月1日  至 平成17年3月31日） 
退職給付費用 24,795千円

 

ⅱ退職給付費用に関する事項（自 平成17年4
月1日  至 平成18年3月31日） 
退職給付費用 29,245千円

 
ⅲ退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 年金資産 加入員数割合により計算し
ております 

ロ 退職給付費用 厚生年金基金への要拠出額
を用いております 

 

ⅲ退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
イ 年金資産 加入員数割合により計算し

ております 

ロ 退職給付費用 厚生年金基金への要拠出額
を用いております 
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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 
固定資産減価償却費 
損金算入限度超過額 

 
2,022 

 
千円 

貸倒引当金損金算入 
限度超過額 

11,965  

賞与引当金損金算入 
限度超過額 7,190  

退職給付引当金損金算入 
限度超過額 

57,435  

投資有価証券評価損 61,011  
税務上の繰越欠損金 939,623  

その他 5,894  

繰延税金資産小計 1,085,143  
評価性引当額 △1,085,143  

繰延税金資産合計 ―  

繰延税金負債   
その他有価証券 
評価差額金 

91,160 千円 

繰延税金負債合計 91,160  

繰延税金負債の純額 91,160  

  

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 
固定資産減価償却費 
損金算入限度超過額 

 
1,858 

 
千円 

貸倒引当金損金算入 
限度超過額 

8,399  

賞与引当金損金算入 
限度超過額 9,867  

退職給付引当金損金算入 
限度超過額 

35,951  

投資有価証券評価損 27,729  
減損損失 10,385  

税務上の繰越欠損金 818,289  
その他 9,067  

繰延税金資産小計 921,549  
評価性引当額 △921,549  

繰延税金資産合計 ―  

繰延税金負債   
その他有価証券 
評価差額金 232,109 千円 

繰延税金負債合計 232,109  

繰延税金負債の純額 232,109  

  

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な項目別の内訳 

   税金等調整前当期純損失を計上しているため，記
載しておりません。 

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な項目別の内訳 

法定実効税率 39.9 ％ 
（調整）   
交際費等永久に損金に算
入されない項目 

9.9  

受取配当金等永久に益金
に算入されない項目 △19.8  

住民税均等割等 13.1  
評価性引当額 △33.0  
その他 3.0  
税効果会計適用後の法人
税等の負担率 

13.1  
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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）              （千円） 

 鋳物事業 メンテナンス事業 計 消去又は
全社 

連結 

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 3,774,514 28,055 3,802,569 ― 3,802,569 

(2) 
 

セグメント間内部売
上高又は振替 ― ― ― ― ― 

計 3,774,514 28,055 3,802,569 ― 3,802,569 

営業費用 3,975,903 52,483 4,028,386 44,672 4,073,059 

営業損失 201,389 24,428 225,817 44,672 270,489 

Ⅱ 
 
資産、減価償却及び資
本的支出 

     

資産 3,639,561 81,095 3,720,656 45,116 3,675,539 

減価償却費 93,956 2,347 96,303 ― 96,303 

資本的支出 72,408 ― 72,408 ― 72,408 

 （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 各事業の主な製品 

（１）鋳物事業・・・自動車・ポンプ・電動工具・電機・油圧部品等 

（２）メンテナンス事業・・・熱交換器のメンテナンス 

    ３ 営業部門のうち，消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（44,672千円）の主なものは親

会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

    ４ 資産のうち消去又は全社の項目（45,116千円）に含めた主なものは，親会社での余資運用資金

（現金，及び有価証券），長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 
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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）              （千円） 

 鋳物事業 メンテナンス事業 計 消去又は 
全社 

連結 

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 3,785,874 31,430 3,817,304 ― 3,817,304 

(2) 
 

セグメント間内部売
上高又は振替 

― ― ― ― ― 

計 3,785,874 31,430 3,817,304 ― 3,817,304 

営業費用 3,828,775 51,359 3,880,134 47,292 3,927,426 

営業損失 42,901 19,929 62,830 47,292 110,122 

Ⅱ 
 
資産、減価償却及び資
本的支出 

     

資産 3,835,029 50,129 3,885,159 1,095,140 4,980,299 

減価償却費 85,499 553 86,052 ― 86,052 

資本的支出 1,036,115 ― 1,036,115 ― 1,036,115 

 （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 各事業の主な製品 

（１）鋳物事業・・・自動車・ポンプ・電動工具・電機・油圧部品等 

（２）メンテナンス事業・・・熱交換器のメンテナンス 

    ３ 営業部門のうち，消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（47,292千円）の主なものは親

会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

    ４ 資産のうち消去又は全社の項目（1,095,140千円）に含めた主なものは，親会社での余資運用資金

（現金，及び有価証券），長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

 

 

 所在地別セグメント情報 

    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） 

     本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店は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） 

     本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため該当事項はありません。 

 

 

 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） 

     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） 

     該当事項はありません。 
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 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） 

     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） 

     該当事項はありません。 

 

 

 

（重要な後発事象） 

 

     当グループは、平成17年11月25日の取締役会において本社工場移転を決議しており、その一環として新工場設

備資金に充当するため、以下のとおり本社工場跡地の譲渡契約を締結いたしました。 

    （１）取締役会決議日     平成18年4月20日 

    （２）譲渡先             株式会社フィールコーポレーション 

    （３）譲渡契約締結日     平成18年4月20日 

    （４）譲渡資産           土地（19,835.28㎡） 

    （５）譲渡価額           1,740百万円 

    （６）譲渡時期           平成19年3月31日 

     なお、当該資産の譲渡に伴い、 諸経費控除後約1,610百万円の固定資産売却益を平成19年3月期に特別利益   

として計上する予定であります。 

 


