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１．18年5月中間期の連結業績（平成17年12月1日～平成18年5月31日） 

(1)連結経営成績                       （記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。） 

     売    上    高      営 業 利 益    経 常 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年5月中間期 21,793 25.7 △119 － △110 －
17年5月中間期 17,344 △3.6 △1,137 － △1,127 －

17年11月期 39,490 △1,496 △1,462 

    中間(当期)純利益     １ 株 当 た り 中 間 潜在株式調整後１株当 

        ( 当 期 ) 純 利 益  たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円  銭  円  銭

18年5月中間期 △623 － △9.74 － 
17年5月中間期 △1,160 － △17.74 － 

17年11月期 △1,576 △24.28 － 
（注）①持分法投資損益 18年5月中間期 －百万円  17年5月中間期 －百万円  17年11月期 －百万円 

②期中平均株式数（連結） 18年5月中間期 63,988,964株  17年5月中間期 65,406,694株  17年11月期 64,933,358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、中間(当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2)連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18年5月中間期 47,049 24,189 48.8 358.76
17年5月中間期 43,474 24,208 55.6 370.17

17年11月期 46,731 23,744 50.8 371.05
（注）期末発行済株式数（連結） 18年5月中間期 63,987,239株 17年5月中間期 65,399,003株 17年11月期 63,991,197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5月中間期 △1,065 △1,008 1,457 9,213
17年5月中間期 3,119 △1,225 △247 12,191

17年11月期 1,150 △1,166 △699 9,830

(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 －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 

２．18年11月期の連結業績予想（平成17年12月1日～平成18年11月30日） 

   売   上   高     経 常 利 益   当 期 純 利 益 
 百万円 百万円 百万円

通  期 46,500 200 △ 350 

(参考)1 株当たり予想当期純利益(通期)  △5 円 47 銭 

※上記の予想は、本資料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ますが、実際 
  の業績は、今後の様々な要因により予想値と異なる可能性があります。 
  なお、業績予想に関する事項は、添付資料の６ページを参照してください。 
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１．企業集団の状況 

当社の企業集団は当社、子会社 4 社及び関連会社 1 社で構成され、繊維機械及び工作用機器の製造、販売を主な事業

内容としている。当企業集団の事業に関わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりである。 

繊維機械事業 

繊 維 機 械     ･･････････当社が製造販売している。なお、製造については、電装部品の一部を共和電機工業㈱に委

託している。また、津田駒機械設備（上海）有限公司はアフターサービスを行っている。 

工作用機器事業 

工作用機器･･････････当社が製造販売している。なお一部の製品の製造を共和電機工業㈱に委託している。 

その他の事業 

電 装 機 器     ･･････････共和電機工業㈱が製造販売している。 

鋳 造 品     ･･････････当社が製造販売している。 

そ の 他     ･･････････ツダコマ運輸㈱は当社製品の梱包・運送業務を、ツダコマ・ゼネラル・サービス㈱は主と

して当社構内の警備、営繕業務並びに人材派遣業務及び損害保険代理業務を行っている。 

 

事業の系統図は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

          ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ    製品             製品            製品  製品 

 

 

 

                          梱包・輸送の委託 

               

             警備、営繕 

                 人材派遣 
 

 

                             部品       加工 
 

 

 

 
 
           連結子会社 
 
           非連結子会社 
 
 
(注)1.関連会社であるプレシジョン・テクノロジーＬｔｄ.（イギリス）は平成18年６月27日に清算手続きが完了し、解散 

した。 

  2.平成18年６月２日に、当社100％出資の子会社ツダコマテクノサポート㈱を設立した。同社に対しては主に工作用機器 

事業で製品の修理を委託している。 

得           意          先 

ツダコマ運輸㈱ 
 

津 田 駒 機 械 設 備 

( 上 海 ) 有 限 公 司 

当                       社 ﾂﾀﾞｺﾏ・ｾﾞﾈﾗﾙ・ｻｰﾋﾞｽ㈱ 
 

共和電機工業㈱ 
 

繊維機械事業 工作用機器事業 その他の事業 

繊維機械事業 工作用機器事業 その他の事業 



 - 3 -

 ２．経営方針 
（１）経営の基本方針 

 当企業集団は、世界最高の技術と品質を究めたモノづくりと、公正な企業活動を通じて産業の発展に貢献し、

安全で豊かな市民生活の実現に寄与することを経営の基本方針としています。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社の活動分野は、設備投資の状況に大きく左右され、また、輸出比率も高いため、業績の変動は避けられな

い環境にあります。このような業界において、当社は状況の変化に耐え得る健全な財務体質を維持し、事業拡大

のための内部留保を高めながら、株主の皆さまへの安定的な配当を継続することを基本とする一方、地域社会へ

の利益還元を行なうことが企業価値を高める上で重要であると考えております。 

 しかしながら、当中間連結会計期間におきましては、繊維機械事業の立て直しの途上であり、期末配当の実施

に向けて業績回復に注力しているところでありますので、当中間連結会計期間の剰余金の配当につきましては誠

に遺憾ながら見送らせていただきたいと存じます。 

 

（３）投資単位の引き下げに関する考え方および方針等 

 当社は１単元の株式数を1,000株としておりますが、現在の株価水準から勘案して妥当と判断しております。投資単

位の引き下げに関しましては、今後の株価水準等を総合的に判断しながら慎重に対処してまいりたいと存じます。 

 

（４）中長期的な経営戦略および対処すべき課題 

 当企業集団の活動分野は主として繊維機械ならびに工作機械産業であります。ともに専門性が高い分野であり、

最高の技術と品質を強みとして、全世界を市場とした営業を展開してまいりました。反面、これらの業界は好不

況の波が激しい業界であります。特に繊維機械事業では、近年、中国経済の急速な成長に伴うさまざまな予測困

難な状況変化により遺憾ながら業績変動が大きくなっており、全体としての有効な経営指標の策定・維持が厳し

い環境になっております。 

 こうした状況に対し、当企業集団は安定的に利益を確保できる企業体質への転換をめざして、下記の点を軸と

した改革を進めております。 

 

① 繊維機械事業の収益力回復と工作用機器事業の拡大 

 繊維機械事業では、当中間事業年度に入り中国の市場環境に好転の兆しが見られ、受注・生産・売上とも

に高い水準で推移しております。そうした環境ではありますが、収益力回復に向けた人員および設備の再配

置と生産体制の見直しを進めてまいります。 

 工作用機器事業につきましては、好調な需要と短い納期に対応する生産能力の拡大が急務であります。人

材の育成と設備投資を進め、作業の効率化と人員の補強を進めてまいります。また、製品群の拡大を図り、

事業の安定化を進めてまいります。 

 

② ブランド力の向上 

 生産機械メーカーとして、高い基本性能とクレーム“ゼロ”の品質をお客さまにご提供するとともに、専

門性を活かした技術サポートとノウハウを効率的にご提供していくことがブランド力構築の重要課題と考

えております。そのために、中国をはじめ海外の販売網の整備、各国販売店の現地サービスエンジニアの養

成を行い、現地語でのサービス体制の確立を進めております。 

 

③ コア技術の展開による新製品分野の育成 

 繊維機械事業においては、中国などの後発メーカーの追い上げに対抗するため、ジェットルームの高生産

性・高品質性などの基本性能を一層充実するとともに、高付加価値織物や非衣料分野など製織可能分野、対

応分野の拡大を進めております。 

 また、業界の裾野が広い工作用機器事業におきましては、既存製品に活かされております回転・把持など

のコア技術の高精度･高速化とノウハウの蓄積を図り、新たな製品分野・市場への展開を図ってまいります。 

 

④ 人材の育成 

 メーカーとして開発・製造・品質の強化を実現するためには、個々の従業員の成長と技術・技能レベルの

向上は欠かせません。また、団塊世代の大量定年時期の到来に備え、若い世代に権限委譲を進め、より有効

な人材育成、技能伝承と教育システムの構築を図ってまいります。 
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⑤ その他の事業の強化 

 鋳物鋳造事業をはじめ、連結子会社で行なっております各事業の強化・拡大を図ってまいります。 

 

（５）親会社等に関する事項 

 該当する事項はありません。 

 

（６）その他、会社の経営上の重要な事項 

 該当する事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

 当中間連結会計期間のわが国経済は、企業業績の拡大および雇用環境の改善により、設備投資や個人消費が堅

調に推移し、景気回復基調が継続いたしました。しかし、原油高や米国景気の減速懸念などから、為替、株式な

ど金融市場に不透明感が広がっており、景気の先行きについては慎重に推移を見守っていかなければなりません。 

 こうした中、当企業集団は工作用機器事業の強化と繊維機械事業の受注確保、収益性の改善に努めました。工

作用機器事業は好調な自動車業界向けを中心とした工作機械業界の需要を背景に積極的な販売活動を展開し、受

注・生産・売上ともに堅調に推移いたしました。繊維機械事業は、春以降の中国市場の需要回復やインド・パキ

スタン市場の拡大などにより受注・生産・売上は増加いたしました。 

 この結果、全体では売上高 21,793 百万円（前年同期比 25.7％増）、受注高 27,891 百万円（同 36.3％増）とと

もに増加いたしました。 

 一方、損益面につきましては、工作用機器事業では引き続き安定的に利益を確保いたしましたが、繊維機械事

業ではコストダウン・効率化と量産効果により損失幅は大幅に縮小しておりますものの赤字が残る結果となり、

全体では営業損失 119 百万円（前年同期は営業損失 1,137 百万円）の計上となりました。また、固定資産の減損

会計適用などによる特別損失の計上により当期純損失は 623 百万円（前年同期は当期純損失 1,160 百万円）とな

りました。セグメント別の概況は次のとおりであります。 

 

＜繊維機械事業＞ 

 主力市場であります中国市場では、懸念されておりました米中繊維協議が昨秋合意に達したことに加え、今春

以降の銀行融資の拡大により設備投資意欲が高まりました。また、政府による第 11 次 5 カ年計画（2006 年～2010

年）がスタートし、繊維産業分野においては高付加価値製品・環境対策などに重点が置かれるなど、市場環境に

好転の兆しが見られました。こうした状況の変化に対し、当社はインテリアやスポーツ分野など高品位織物用の

エアジェットルームの販売促進を図りました。さらに、販売価格の改善にも積極的に取り組み、当期後半の生産・

売上に反映できるものと考えております。中国向けの受注高は 13,768 百万円（前年同期比 44.3％増）となりま

した。売上高は、これらの案件の生産・出荷が当期後半以降になるため、当中間期では 7,872 百万円（同比 9.0％

増）にとどまっております。また、経済成長を続けておりますインドおよびパキスタン市場では繊維機械設備の

近代化投資が堅調に推移し、売上高 4,485 百万円と前年同期比 62.1％増加しております。 

 この結果、当事業部門全体では売上高16,958百万円（前年同期比29.5％増）、受注高22,911百万円（同比43.0％

増）と増加いたしました。 

 損益面では、生産量が増加する中でコスト改善の効果は表われておりますが、従来からの販売価格低下の影響と素材価格

の上昇等の影響から、当中間期につきましては営業損失775百万円（前年同期営業損失1,777百万円）の計上となりました。 

 

＜工作用機器事業＞ 

 工作用機器事業の主力製品であります NC 円テーブル（回転系製品群）やマシンバイス（把持系製品群）は、

主に工作機械に組み込まれ、自動車、航空機、デジタル家電、IT・通信、建設機械、医療機器などさまざまな製

造業、高精度加工分野で使用されます。お客さまの要求にお応えする高い開発能力と、企業としての信頼が求め

られる分野であります。 

 NC 円テーブルは自動車業界、工作機械業界向けの需要が堅調に推移いたしました。また、航空機業界向けの

需要も拡大傾向にあり、販売促進を図りました。いずれの案件も厳しい品質と短納期が要求されましたが、人員

の増強、生産設備の導入等により生産能力の拡大を進め、生産増加に対応いたしました。マシンバイスでは 4

月に従来機種の後継機となる新型のＶｉ型マシンバイスを発表いたしました。当社バイスの特徴であります高い

剛性と精度に加えて、使いやすさを向上し、今後の需要拡大を見込んでおります。 

 この結果、当事業部門では売上高 4,049 百万円（前年同期比 13.2％増）、受注高 4,198 百万円（同比 11.1％増）

とともに増加いたしましたが、損益面では特注品の増加による生産効率の低下、人員増、設備投資増加に伴う一次

的な固定費負担の増大などにより営業利益は 645 百万円（同比 0.3％増）とほぼ前年同期並みにとどまりました。 

 

＜その他の事業＞ 

 その他の事業では、鋳物鋳造部門では繊維機械で培った高度な品質を積極的にアピールして外販受注活動を展

開しました。その他、連結子会社であります共和電機工業株式会社では専門技術を活かした電気・電子機器およ

び産業用制御装置の設計製造を中心に売上拡大に努めました。 

 この結果、当事業部門では売上高 784 百万円（前年同期比 16.8％増）、受注高 781 百万円（同比 18.4％増）と

なり、営業利益は 10 百万円（前年同期 営業損失 3百万円）となりました。 
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（２）通期の見通し 

 繊維機械事業におきましては幸い中国市場の回復から一定の受注量を確保できる状況にあり、エアジェットル

ームを中心にフル生産を見込んでおります。中長期の改革方針に従い、最先端技術の製品開発を基本としながら、

適正な人員と設備による生産体制を構築し、積極的な価格戦略とコストダウン活動を展開してまいります。当事

業の通期の売上高につきましては、36,615 百万円を予想しております。 

 工作用機器事業では、自動車産業や工作機械業界の需要が続くと判断しております。生産能力の強化を図り、

売上増加を図ってまいります。当事業の通期の売上高は 8,349 百万円と予想しております。 

 その他の事業の売上高は 1,534 百万円と予想しております。 

 以上の状況から、中国市場の経済動向や石油・鋼材等の素材価格高騰など不透明な要因も抱えておりますが、

通期業績につきましては売上高 46,500 百万円、経常利益 200 百万円を見込んでおります。 

 

（３）財政状態 

 当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比616百万円減少し、9,213百万円と

なりました。 

 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失625百万円の計

上及び売上債権の増加により、マイナス1,065百万円(前年同期 3,119百万円)となりました。 

 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び投資有価証券の取得に

よる支出等によりマイナス1,008百万円(前年同期 マイナス1,225百万円）となりました。 

 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加及び長期借入による収

入等により1,457百万円(前年同期 マイナス247百万円)となりました。 

 

 
平成16年 

中 間 

平成16年 

期 末 

平成17年 

中 間 

平成17年 

期 末 

平成18年 

中 間 

自己資本比率(％) 56.3 56.8 55.6 50.8 48.8 

時価ベースの 

自己資本比率(％) 
35.1 46.0 45.1 38.6 30.3 

債務償還年数(年) 0.8 1.1 0.6 3.0 - 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ

(倍) 
91.0 68.3 164.7 31.2 - 

 

(注) 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 

中間期末における債務償還年数 ：有利子負債／(営業キャッシュ・フロー×２) 

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 

・各指標は、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。 

・株式時価総額は、中間期末(期末)株価終値×中間期末(期末)発行済株式総数(自己株式控除後)により

算出しております。 

・有利子負債は、連結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を対象と

しております。 

・営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動

によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 
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（４）事業等のリスク 

 当企業集団の売上高は、繊維機械事業を中心に輸出比率が高く、とりわけ中国向けが大きな割合を占めております。この

ような状況から、主に次の要因が当企業集団の経営成績に影響を及ぼす可能性があると考えております。 

① 中国の金融・経済変動リスク 

② 原料・素材価格の高騰リスク 

③ 為替変動リスク 

④ 直接貿易取引上のリスク 

 とりわけ、中国の金融・経済政策の変更は、顧客の資金調達に影響を与え、設備投資の延期や中止、Ｌ/Ｃ開

設遅れなど、当企業集団の受注・生産・販売高の低下の直接の原因となります。また、原料・素材価格の高騰は、

当企業集団および顧客市場においても生産コストの上昇につながり、企業収益を圧迫するリスクとなります。 
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４. 中間連結財務諸表等 

1) 【中間連結貸借対照表】 

 

  前中間連結会計期間末 

(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年５月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年11月30日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 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   11,712 9,348   9,326

２ 受取手形及び売掛金   11,024 17,515   16,537

３ 有価証券   1,272 656   1,297

４ 棚卸資産   3,994 4,076   4,036

５ 繰延税金資産   351 15   14

６ その他   116 282   97

  貸倒引当金   △22 △22   △22

流動資産合計   28,448 65.4 31,873 67.8  31,288 67.0

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１    

(1) 建物及び構築物 ※２ 4,123 3,955  4,068 

(2) 機械装置 
  及び運搬具 ※２ 2,574 2,745  2,750 

(3) 土地 ※２ 4,275 3,891  4,154 

(4) 建設仮勘定  0 8  ― 

(5) その他  727 11,701 26.9 724 11,325 24.1 750 11,723 25.1

２ 無形固定資産   60 0.2 60 0.1  63 0.1

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  2,671 3,374  3,163 

(2) 繰延税金資産  10 9  9 

(3) その他  1,228 895  971 

   貸倒引当金  △647 3,264 7.5 △489 3,789 8.0 △489 3,654 7.8

固定資産合計   15,026 34.6 15,175 32.2  15,442 33.0

資産合計   43,474 100.0 47,049 100.0  46,731 100.0
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  前中間連結会計期間末 

(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年５月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年11月30日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 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   7,460 10,347   10,190

２ 短期借入金 ※２  3,490 4,560   3,465

３ 未払法人税等   46 53   90

４ その他   2,079 2,113   2,758

流動負債合計   13,076 30.1 17,074 36.3  16,504 35.3

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金 ※２  50 490   30

２ 繰延税金負債   274 482   523

３ 退職給付引当金   4,619 4,589   4,678

４ 役員退職慰労引当金   ― 223   ―

固定負債合計   4,943 11.4 5,785 12.3  5,231 11.2

負債合計   18,020 41.5 22,860 48.6  21,736 46.5

     

(少数株主持分)     

少数株主持分   1,245 2.9 ― ―  1,250 2.7

     

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   12,316 28.3 ― ―  12,316 26.3

Ⅱ 資本剰余金   10,354 23.8 ― ―  10,354 22.2

Ⅲ 利益剰余金   1,947 4.5 ― ―  1,531 3.3

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
  402 0.9 ― ―  758 1.6

Ⅴ 自己株式   △812 △1.9 ― ―  △1,217 △2.6

資本合計   24,208 55.6 ― ―  23,744 50.8

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
  43,474 100.0 ― ―  46,731 100.0
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  前中間連結会計期間末 

(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年５月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年11月30日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円) 構成比 
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   ― ― 12,316 26.2  ― ―

２ 資本剰余金   ― ― 10,354 22.0  ― ―

３ 利益剰余金   ― ― 812 1.7  ― ―

４ 自己株式   ― ― △1,219 △2.6  ― ―

株主資本合計   ― ― 22,264 47.3  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券 

  評価差額金 
  ― ― 691 1.5  ― ―

評価・換算差額等 

合計 
  ― ― 691 1.5  ― ―

Ⅲ 少数株主持分   ― ― 1,233 2.6  ― ―

純資産合計   ― ― 24,189 51.4  ― ―

負債純資産合計   ― ― 47,049 100.0  ― ―
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2） 【中間連結損益計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日)

区分 注記 
番号 金額(百万円) 

百分比
(％) 金額(百万円) 

百分比 
(％) 金額(百万円) 

百分比
(％)

Ⅰ 売上高   17,344 100.0 21,793 100.0  39,490 100.0

Ⅱ 売上原価   16,347 94.3 19,534 89.6  36,475 92.4

売上総利益   996 5.7 2,259 10.4  3,014 7.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  2,134 12.3 2,378 10.9  4,511 11.4

営業損失(△)   △1,137 △6.6 △119 △0.5  △1,496 △3.8

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  3 5  10 

２ 受取配当金  6 6  23 

３ 有価証券売却益  4 1  4 

４ 還付加算金  5 0  5 

５ 雑収入  17 37 0.2 21 34 0.1 40 85 0.2

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  19 20  37 

２ 売上割引  3 2  6 

３ 雑支出  4 27 0.1 2 24 0.1 7 51 0.1

経常損失(△)   △1,127 △6.5 △110 △0.5  △1,462 △3.7

Ⅵ 特別利益     

１ 貸倒引当金戻入額  0 0  0 

２ 固定資産売却益 ※２ 0 ―  35 

３ 投資有価証券売却益  11 11 0.1 ― 0 0.0 365 401 1.0

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産処分損 ※３ 19 17  133 

２ 減損損失 ※４ ― 269  ― 

３ 投資有価証券評価損  ― ―  4 

４ 貸倒引当金繰入額  0 ―  0 

５ 役員退職慰労金  9 10  9 

６ 役員退職慰労 

  引当金繰入額 
 ― 218  ― 

７ 役員弔慰金  25 53 0.3 ― 515 2.4 25 172 0.4

税金等調整前中間 
(当期)純損失（△）   △1,169 △6.7 △625 △2.9  △1,234 △3.1

法人税、住民税 
及び事業税  12 19  35 

法人税等調整額  13 26 0.2 △1 18 0.1 352 387 1.0

少数株主損失(△)   △35 △0.2 △20 △0.1  △45 △0.1

中間（当期）純損失（△）   △1,160 △6.7 △623 △2.9  △1,576 △4.0
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3） 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 
(単位 百万円) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年11月30日残高 12,316 10,354 1,531 △1,217 22,985

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △95  △95

 中間純損失(△) △623  △623

 自己株式の取得 △1 △1

中間連結会計期間中の変動額合計 △719 △1 △720

平成18年５月31日残高 12,316 10,354 812 △1,219 22,264

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計

平成17年11月30日残高 758 △1 757 1,250 24,993

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △95

 中間純損失(△)  △623

 自己株式の取得  △1

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の変動額(純額) △67 1 △65 △17 △83

中間連結会計期間中の変動額合計 △67 1 △65 △17 △803

平成18年５月31日残高 691 ― 691 1,233 24,189
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4） 【中間連結剰余金計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30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  10,354  10,354

Ⅱ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 10,354  10,354

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  3,304  3,304

Ⅱ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  196 196 

２ 中間(当期)純損失  1,160 1,356 1,576 1,772

Ⅲ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 1,947  1,531
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5） 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日
至 平成17年５月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・
フロー計算書 

(自 平成16年12月１日
至 平成17年11月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 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 

 

税金等調整前中間 
(当期)純損失(△) 

 △1,169 △625 △1,234

減価償却費  500 510 1,092

減損損失  ― 269 ―

受取利息及び受取配当金  △10 △12 △33

支払利息  19 20 37

売上債権の増減額(増加:△)  1,689 △1,012 △3,482

棚卸資産の増減額(増加:△)  1,502 △39 1,460

仕入債務の増減額(減少:△)  245 143 2,967

貸倒引当金の増減額 
(減少:△) 

 8 △0 △136

退職給付引当金の増減額 
(減少:△) 

 81 △88 140

投資有価証券売却損益  △11 ― △365

役員退職慰労引当金の増減額 
(減少:△) 

 ― 223 ―

その他  289 △430 736

小計  3,146 △1,041 1,182

利息及び配当金の受取額  9 12 33

利息の支払額  △18 △24 △36

法人税等の支払額  △18 △12 △27

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 3,119 △1,065 1,150

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 

定期預金の増減額(増加:△)  △100 ― △100

有価証券の売却による収入  21 3 21

有形固定資産の取得 
による支出 

 △1,009 △693 △1,525

有形固定資産の売却 
による収入 

 0 4 93

投資有価証券の取得 
による支出 

 △202 △332 △445

投資有価証券の売却 
による収入 

 51 18 773

その他  13 △9 15

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,225 △1,008 △1,166
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日
至 平成17年５月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・
フロー計算書 

(自 平成16年12月１日
至 平成17年11月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 

短期借入金の増減額 
(減少:△) 

 ― 1,000 ―

長期借入による収入  ― 600 ―

長期借入金の 
返済による支出 

 △45 △45 △90

自己株式の取得による支出  △6 △1 △412

配当金の支払額  △193 △94 △194

少数株主への配当金の支払額  △2 △2 △2

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △247 1,457 △699

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額(差損:△) 

 0 0 0

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額(減少:△) 

 1,646 △616 △715

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 10,545 9,830 10,545

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 12,191 9,213 9,830
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数  ３社 

共和電機工業㈱ 

ツダコマ運輸㈱ 

ツダコマ・ゼネラル・サー
ビス㈱ 

非連結子会社名 

津田駒機械設備（上海）有
限公司 

連結の範囲から除外した理由 

非連結子会社は小規模会

社であり、総資産、売上高、

中間純損益及び利益剰余

金等はいずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであ

る。 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数  ３社 

共和電機工業㈱ 

ツダコマ運輸㈱ 

ツダコマ・ゼネラル・サー
ビス㈱ 

非連結子会社名 

津田駒機械設備（上海）有
限公司 

連結の範囲から除外した理由

同左 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数  ３社 

共和電機工業㈱ 

ツダコマ運輸㈱ 

ツダコマ・ゼネラル・サー
ビス㈱ 

非連結子会社名 

津田駒機械設備（上海）有
限公司 

連結の範囲から除外した理由

非連結子会社は小規模会

社であり、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、連結の範

囲から除外している。 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社の名称等 

津田駒機械設備（上海）有
限公司 
プレシジョン・テクノロジ
ーLtd. 

持分法を適用しない理由 

非連結子会社及び関連会

社は、中間純損益及び利益

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、

持分法を適用していない。 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社の名称等 

津田駒機械設備（上海）有
限公司 
他１社 

 

持分法を適用しない理由 

非連結子会社及び関連会

社は、中間純損益及び利益

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、

持分法を適用していない。

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社の名称等 

津田駒機械設備（上海）有
限公司 
他１社 

 

持分法を適用しない理由 

非連結子会社及び関連会

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、

持分法を適用していない。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社の中間決算日と

中間連結決算日は一致して

いる。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社の事業年度末日

と連結決算日は一致してい

る。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30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 

イ 有価証券 

 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価

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、

売却原価は主として

移動平均法により算

定している) 

時価のないもの 

主として移動平均法

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 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は主とし

て移動平均法により

算定している) 

時価のないもの 

同左 

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 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価

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、

売却原価は主として

移動平均法により算

定している) 

時価のないもの 

主として移動平均法

による原価法 

ロ 棚卸資産 

製品、仕掛品 

…主として個別法による

原価法 

半製品、原材料、貯蔵品 

…主として移動平均法に

よる原価法 

ロ 棚卸資産 

同左 

ロ 棚卸資産 

同左 

ハ デリバティブ 

時価法 

ハ デリバティブ 

同左 

ハ デリバティブ 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

有形固定資産……定率法 

ただし平成10年４月

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

っている。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりである。 

建物及び構築物 

3～50年 

機械装置及び運搬具 

4～12年 

無形固定資産……定額法 

なお、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

額法によっている。 

有形固定資産……定率法 

ただし平成10年４月

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

っている。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりである。

建物及び構築物 

3～50年 

機械装置及び運搬具 

4～12年 

無形固定資産……定額法 

なお、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

額法によっている。 

有形固定資産……定率法 

ただし平成10年４月

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

っている。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりである。

建物及び構築物 

3～50年 

機械装置及び運搬具 

4～12年 

無形固定資産……定額法 

なお、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

額法によっている。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

(3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 (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

収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上している。 

イ 貸倒引当金 

同左 

イ 貸倒引当金 

同左 

ロ 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、当中間連結会計期間

末において発生している

と認められる額を計上し

ている。 

会計基準変更時差異につ

いては、主として15年によ

る按分額を費用処理して

いる。 

数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(10年)

による定額法によりそれ

ぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理している。 

ロ 退職給付引当金 

同左 

ロ 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い

る。 

会計基準変更時差異につ

いては、主として15年によ

る均等額を費用処理して

いる。 

数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(10年)

による定額法によりそれ

ぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理している。
 
 



 - 19 -

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

ハ 役員退職慰労引当金 

－ 

ハ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上し

ている。 

なお、当社は役員退職慰労

金に関する内規を平成18

年２月24日をもって廃止

したので、引当金計上額の

うち当社に係る分は、制度

廃止日に在任している役

員に対する廃止日におけ

る要支給額である。 

(会計処理の変更) 

従来、役員退職慰労引当金

は支出時の費用として処

理していたが、役員退職慰

労金の引当金計上が会計

慣行として定着しつつあ

ることを踏まえ、在任期間

中の職務遂行の対価相当

額を早期に充足すること

により財務内容の健全化

を図るため、当中間連結会

計期間より、内規に基づく

期末要支給額を役員退職

慰労引当金に計上する方

法に変更した。 

なお、当社は、役員退職慰

労金に関する内規を平成

18年２月24日をもって廃

止したので、当社に係る引

当金計上額は、制度廃止日

に在任している役員に対

する廃止日における要支

給額である。 

この変更に伴い、当中間連

結会計期間発生額５百万

円を販売費及び一般管理

費に、過年度発生額218百

万円を特別損失にそれぞ

れ計上した。この結果、従

来の方法によった場合と

比べ、営業損失及び経常損

失は５百万円、税金等調整

前中間純損失は223百万円

それぞれ多く計上されて

いる。 

セグメント情報に与える

影響は(セグメント情報)

に記載している。 

ハ 役員退職慰労引当金 

－ 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

－ 

(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

によっている。 

(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

によっている。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 (5) 重要なヘッジ会計の方法 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によって

おり、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

行っている。 

イ ヘッジ会計の方法 

同左 

イ ヘッジ会計の方法 

同左 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段： 為替予約 

ヘッジ対象： 外貨建金銭 

債権債務、外

貨建予定 

取引 
 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：同左 

ヘッジ対象：同左 
 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段： 同左 

ヘッジ対象： 同左 
 

ハ ヘッジ方針 

外貨建取引における為替

変動リスクを回避する目

的で、輸出入に伴う実需の

範囲内で為替予約取引を

行っており、投機目的やト

レーディング目的での取

引は一切行わない方針で

ある。 

ハ ヘッジ方針 

同左 

ハ ヘッジ方針 

同左 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象に

ついて、相場変動額をヘッ

ジ期間全体にわたり比較

し、有効性を評価している。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

…税抜方式によっている。 

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

…同左 

(6) 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 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヵ月以内に

満期日又は償還期限の到来する

短期投資である。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 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

における資金(現金及び現金同

等物)は、手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヵ月以内に満期

日又は償還期限の到来する短期

投資である。 
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会計処理の変更 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

 (固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間連結会計期間より、「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)を適用している。 

これにより税金等調整前中間純

損失は269百万円増加している。

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表

規則に基づき各資産の金額から

直接控除している。 

 

 (中間連結貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準) 

当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号)及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準適用指針第

８号)を適用している。 

なお、従来の資本の部の合計に

相当する金額は22,955百万円で

ある。 

中間連結財務諸表規則の改正に

よる中間連結貸借対照表に関す

る変更は以下の通りである。 

１ 前中間連結会計期間におけ

る「資本の部」は、当中間

連結会計期間から「純資産

の部」となり、「純資産の

部」は「株主資本」、「評

価・換算差額等」及び「少

数株主持分」に分類して表

示している。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

 

２ 前中間連結会計期間におい

て独立掲記していた「資本

金」、「資本剰余金」及び

「利益剰余金」は、当中間

連結会計期間においては

「株主資本」の内訳科目と

して表示している。 

３ 前中間連結会計期間におい

て「利益剰余金」の次に独

立掲記していた「その他有

価証券評価差額金」は、当

中間連結会計期間から「評

価・換算差額等」の内訳科

目として表示している。 

４ 前中間連結会計期間におい

て「負債の部」と「資本の部」

の中間に独立掲記していた

「少数株主持分」は、当中間

連結会計期間から「純資産の

部」に「少数株主持分」とし

て表示している。 

５ 前中間連結会計期間におい

て流動資産の「その他」に

含めて表示していた「繰延

ヘッジ損失」は、当中間連

結会計期間から「評価・換

算差額等」の内訳科目とし

て表示している。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

 

(中間連結株主資本等変動計算書に

関する会計基準) 

当中間連結会計期間より「株主

資本等変動計算書に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準

第６号)及び「株主資本等変動計

算書に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準適

用指針第９号)を適用している。

なお、中間連結財務諸表規則の

改正により、当中間連結会計期

間から中間連結株主資本等変動

計算書を作成しており、前中間

連結会計期間まで作成していた

中間連結剰余金計算書は作成し

ていない。 

 

 

 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

(中間連結損益計算書) 

前中間連結会計期間において、営業外収益の「雑収

入」に含めて表示していた「還付加算金」については、

営業外収益の総額の100分の10超となったため、当中間

連結会計期間より区分掲記することに変更した。 

なお、前中間連結会計期間の営業外収益の「雑収入」

に含めて表示していた「還付加算金」は0百万円である。

前中間連結会計期間において、営業外費用の「雑支

出」に含めて表示していた「売上割引」については、

営業外費用の総額の100分の10超となったため、当中

間連結会計期間より区分掲記することに変更した。 

なお、前中間連結会計期間の営業外費用の「雑支出」

に含めて表示していた「売上割引」は2百万円である。
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追加情報 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

（法人事業税の外形標準課税） 

「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、当中間連結会

計期間から「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いる。 

この結果、販売費及び一般管理

費が33百万円増加し、営業損失、

経常損失及び税金等調整前中間純

損失が、33百万円増加している。

なお、セグメント情報に与える影

響は(セグメント情報)に記載して

いる。 

 （法人事業税の外形標準課税） 

「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

理費に計上している。 

この結果、販売費及び一般管理

費が64百万円増加し、営業損失、

経常損失及び税金等調整前当期純

損失が、64百万円増加している。

なお、セグメント情報に与える影

響は(セグメント情報)に記載して

いる。 

 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
前中間連結会計期間末 
(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年５月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年11月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

30,355百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

30,945百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

30,665百万円

※２ 担保資産及び担保付債務担保

に供している資産は次のとお

りである。 

建物及び 
構築物 

3,419百万円

機械装置 
及び運搬具 

870 

土地 2,049 

計 6,339 
 

※２ 担保資産及び担保付債務担保

に供している資産は次のとお

りである。 

建物及び 
構築物 

3,314百万円

機械装置 
及び運搬具 

767 

土地 2,049 

計 6,130 
 

※２ 担保資産及び担保付債務担保

に供している資産は次のとお

りである。 

建物及び 
構築物 

3,397百万円

機械装置 
及び運搬具 

816 

土地 2,049 

計 6,262 
 

担保付債務は次のとおりである。 

短期借入金 90百万円

長期借入金 50 

計 140 
 

担保付債務は次のとおりである。

短期借入金 160百万円

長期借入金 490 

計 650 
 

担保付債務は次のとおりである。

短期借入金 65百万円

長期借入金 30 

計 95 
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(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりである。 

荷造運送費 384百万円

貸倒引当金 
繰入額 

8 

給料手当 467 

賞与 129 

退職給付費用 92 

旅費交通費 241 

減価償却費 48 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりである。 

荷造運送費 526百万円

貸倒引当金 
繰入額 

0 

給料手当 473 

賞与 134 

退職給付費用 98 

旅費交通費 271 

減価償却費 46 

役員退職慰労 

引当金繰入額 
5 

 

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち主要な費目及び金額は次

のとおりである。 

荷造運送費 869百万円

貸倒引当金 
繰入額 

8 

給料手当 934 

賞与 258 

退職給付費用 196 

旅費交通費 512 

減価償却費 97 
 

※２ 固定資産売却益は機械装置及

び運搬具0百万円である。 

 ※２ 固定資産売却益は、建物及び

構築物1百万円、機械装置及

び運搬具2百万円、土地31百

万円、その他0百万円である。

※３ 固定資産処分損の内訳は、建

物及び構築物0百万円、機械装

置及び運搬具15百万円、その

他3百万円である。 

※３ 固定資産処分損の内訳は、建

物及び構築物6百万円、機械装

置及び運搬具5百万円、その他

5百万円である。 

※３ 固定資産処分損の内訳は、建

物及び構築物7百万円、機械

装置及び運搬具21百万円、土

地91百万円、その他12百万円

である。 

 

※４ 減損損失 

当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失

を計上した。 

場所 用途 種類 減損損失 

(百万円) 

石川県 

金沢市 

賃貸 土地 254 

石川県 

鹿島郡 

中能登町 

賃貸 建物 

土地 

7 

8 

当社の資産グループは、管理

会計上の区分ごとにグルーピ

ングを行なっている。 

上記の資産は、近年の地価下

落傾向の中、帳簿価格に対し

時価が著しく下落しているた

め帳簿価格を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損

損失(269百万円)として特別

損失に計上した。 

なお、回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、

主として固定資産税評価額を

適用し、評価している。 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成17年12月１日至 平成18年５月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
前連結会計年度末 
株式数(株) 

当中間連結会計期間
増加株式数(株) 

当中間連結会計期間
減少株式数(株) 

当中間連結会計期間末
株式数(株) 

普通株式 68,075,552 － － 68,075,552

 
2 自己株式に関する事項 

 
前連結会計年度末 
株式数(株) 

当中間連結会計期間
増加株式数(株) 

当中間連結会計期間
減少株式数(株) 

当中間連結会計期間末
株式数(株) 

普通株式 4,084,355 3,958 － 4,088,313

(変動事由の概要) 

増加は単元未満株の買取請求による取得である 

 
３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はない。 

 

４ 配当に関する事項 

(１)配当金の支払 

決議 
株式の 

種類 
配当金の総額

１株当たり

配当金 
基準日 効力発生日 

平成18年2月24日 

定時株主総会 
普通株式 95百万円 1円50銭 平成17年11月30日 平成18年2月24日

 

(２)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 
該当事項はない。 
 
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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５月31日) 

現金及び預金勘定 11,712百万円

有価証券勘定 1,272 

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△791 

株式及び償還期間
が３ヶ月を超える
債券等 

△2 

 12,191 
 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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18年５月31日)

現金及び預金勘定 9,348百万円

有価証券勘定 656 

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△791 

株式及び償還期間
が３ヶ月を超える
債券等 

― 

 9,213 
 

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11月30日)

現金及び預金勘定 9,326百万円

有価証券勘定 1,297 

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△791 

株式及び償還期間
が３ヶ月を超える
債券等 

△2 

 9,830 
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(重要な後発事象) 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当社は、商法第211条の３第１項第
２号の規定に基づく自己株式の取得
及びその具体的な取得方法につい
て、平成17年８月８日開催の取締役
会において決議し、以下の通り買付
けを実施している。 
１．取得の理由 
経営環境の変化に対応した機動的
な資本政策を遂行するため 
２．取得した株式の種類 
当社普通株式 
３．取得した株式の総数 
1,400,000株 
４．取得価格 
１株につき288円 
（総額403,200千円） 
５．取得日 
平成17年８月９日 
６．取得方法 
東京証券取引所のToSTNeT-2(終値
取引)による買付け 

 
（平成17年８月８日開催の取締役
会決議内容） 
１．取得する株式の種類 
当社普通株式 
２．取得する株式の総数 
1,500,000株（上限） 
３．株式の取得価額の総額 
432,000千円（上限） 
４．買付日 
平成17年８月９日 
５．取得方法 
平成17年８月８日の終値288円で、
東京証券取引所のToSTNeT-2(終値
取引)による買付け 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年12月１日 至 平成17年５月31日) 

 
繊維機械事業 
(百万円) 

工作用機器
事業(百万円)

その他の事業
(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 

13,093 3,577 672 17,344 ― 17,344

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― (―) ―

計 13,093 3,577 672 17,344 (―) 17,344

営業費用 14,871 2,934 675 18,481 (―) 18,481

営業利益又は営業損失(△) △1,777 643 △3 △1,137 (―) △1,137

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 繊維機械事業……………織機、準備機、繊維機械部品装置 

(2) 工作用機器事業…………工作機械アタッチメント、その他の機器 

(3) その他の事業……………電装機器、鋳造品等 

３ 「追加情報」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、法人事業税の付加価値割及び資本割を販売費及び一般

管理費に計上している。 

これにより、「繊維機械事業」では営業費用及び営業損失が26百万円増加し、「工作用機器事業」では営業費用が

７百万円増加のうえ営業利益が同額減少し、「その他の事業」では営業費用及び営業損失が０百万円増加してい

る。 

 
当中間連結会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 

 
繊維機械事業 
(百万円) 

工作用機器
事業(百万円)

その他の事業
(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 

16,958 4,049 784 21,793 ― 21,793

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― (―) ―

計 16,958 4,049 784 21,793 (―) 21,793

営業費用 17,733 3,404 774 21,912 (―) 21,912

営業利益又は営業損失(△) △775 645 10 △119 (―) △119

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 繊維機械事業……………織機、準備機、繊維機械部品装置 

(2) 工作用機器事業…………工作機械アタッチメント、その他の機器 

(3) その他の事業……………電装機器、鋳造品等 

３ 会計処理の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間より、役員退職慰労引当金繰入額を販売費及び一般管理費

に計上している。 

これにより、「繊維機械事業」では営業費用及び営業損失が４百万円増加し、「工作用機器事業」では営業費用が

１百万円増加のうえ営業利益が同額減少し、「その他の事業」では営業費用が０百万円増加のうえ営業利益が同

額減少している。 
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前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

 
繊維機械事業 
(百万円) 

工作用機器
事業(百万円)

その他の事業
(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 

30,997 7,151 1,341 39,490 ― 39,490

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

  (―)

計 30,997 7,151 1,341 39,490 (―) 39,490

営業費用 33,785 5,831 1,370 40,986 (―) 40,986

営業利益又は営業損失(△) △2,788 1,320 △28 △1,496 (―) △1,496

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 繊維機械事業……………織機、準備機、繊維機械部品装置 

(2) 工作用機器事業…………工作機械アタッチメント、その他の機器 

(3) その他の事業……………電装機器、鋳造品等 

 
【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度においては、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支店がないため、その記載を省略している。 
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【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年12月１日 至 平成17年５月31日) 

 アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 10,934 1,026 693 16 12,671

Ⅱ 連結売上高(百万円)  17,344

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

63.0 5.9 4.0 0.2 73.1

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………中国、パキスタン、インド他 

(2) アメリカ………米国他 

(3) ヨーロッパ……トルコ他 

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る。 

 
当中間連結会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 

 アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 14,739 776 972 83 16,571

Ⅱ 連結売上高(百万円)  21,793

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

67.6 3.6 4.5 0.3 76.0

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………中国、インド、パキスタン他 

(2) アメリカ………米国他 

(3) ヨーロッパ……トルクメニスタン他 

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る。 

 
前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

 アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 26,720 1,972 1,248 36 29,977

Ⅱ 連結売上高(百万円)  39,490

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

67.6 5.0 3.2 0.1 75.9

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………中国、インド、パキスタン他 

(2) アメリカ………米国他 

(3) ヨーロッパ……トルコ、イタリア、フランス他 

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る。 
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(リース取引関係) 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30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・リース取引に係る注記 

― 

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・リース取引に係る注記 

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中間

期末残高相当額 

 

有形固定
資産その他
(百万円)

取得価額 
相当額 

24

減価償却 
累計額 
相当額 

3

中間期末
残高 
相当額 

21

なお、取得価額相当額は未経過リー

ス料中間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り算定して

いる。 

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・リース取引に係る注記 

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 

 

有形固定 
資産その他
(百万円) 

取得価額
相当額 

24 

減価償却
累計額 
相当額 

0 

期末残高
相当額 
 

24 

なお、取得価額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

払利子込み法により算定している。

 ２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 4百万円

１年超 16百万円

計 21百万円

なお、未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。 

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 19百万円

計 24百万円

なお、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

り算定している。 

 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2百万円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円
 

 

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

存価額を零とする定額法によ

っている。 

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

っている。 

 



 - 32 -

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間(平成17年５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 
(百万円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 1,738 2,423 685

(2) 債券 202 202 0

国債・地方債等 200 200 0

社債 2 2 0

合計 1,940 2,625 685

 
２ 時価評価されていない有価証券 

 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

子会社株式及び関連会社株式 28

その他有価証券 

非上場株式 19

M・M・F 1,270

合計 1,318
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当中間連結会計期間(平成18年５月31日) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 
中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

（1）満期保有目的の債券 

①国債・地方債等 100 99 △0

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

合計 100 99 △0

区分 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

（2）その他有価証券 

① 株式 1,787 2,994 1,207

② 債券 230 226 △3

国債・地方債等 230 226 △3

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

 ③ その他 10 9 △0

合計 2,027 3,230 1,202

 
２ 時価評価されていない有価証券 

 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

子会社株式及び関連会社株式 23

その他有価証券 

非上場株式 19

M・M・F 656

合計 699
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前連結会計年度(平成17年11月30日) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

（1）満期保有目的の債券 

①国債・地方債等 100 99 △0

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

合計 100 99 △0

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) 

（2）その他有価証券 

① 株式 1,483 2,791 1,307

② 債券 232 231 △0

国債・地方債等 200 199 △0

社債 32 31 △0

その他 ― ― ―

合計 1,715 3,022 1,306

 

２ 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 

(百万円) 

子会社株式及び関連会社株式 23

その他有価証券 

非上場の株式 19

M・M・F 1,295

合計 1,338
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成16年12月１日 至 平成17年５月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 
デリバティブ取引については、全て「ヘッジ会計」が適用されているので、注記の対象から除外している。 
 
当中間連結会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 
デリバティブ取引については、全て「ヘッジ会計」が適用されているので、注記の対象から除外している。 
 
前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 
デリバティブ取引については、全て「ヘッジ会計」が適用されているので、注記の対象から除外している。 
 

(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付関係) 

該当事項はない。 

 

(ストック・オプション関係) 

該当事項はない。 

 

(継続企業の前提) 

前中間連結会計期間(自 平成16年12月１日 至 平成17年５月31日) 

該当事項はない。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 

該当事項はない。 

 

前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

該当事項はない。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間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通りである。 
 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

繊維機械事業 13,502 142.6 

工作用機器事業 3,930 109.5 

その他の事業 723 116.5 

合計 18,155 132.7 

(注) 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれていない。 

 
(2) 受注実績 

当中間連結会計期間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通りである。 
 

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(％)

繊維機械事業 22,911 143.0 12,902 192.2 

工作用機器事業 4,198 111.1 2,284 140.1 

その他の事業 781 118.4 32 126.2 

合計 27,891 136.3 15,219 181.9 

(注) 金額には消費税等は含まれていない。 

 
(3) 販売実績 

当中間連結会計期間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通りである。 
 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

繊維機械事業 16,958 129.5 

工作用機器事業 4,049 113.2 

その他の事業 784 116.8 

合計 21,793 125.7 

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりである。 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 相手先 

金額(百万円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

丸紅テクマテックス㈱ 9,135 52.7 9,701 44.5 

２ 本表の金額には消費税等は含まれていない。 

 

 


