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平成１８年１２月期 個別中間財務諸表の概要 平成 18 年８月 22 日 
 
上 場 会 社 名 株式会社ニチリン 上場取引所 ㈱大阪証券取引所 
コ ー ド 番 号 ５１８４ 本社所在都道府県 兵庫県 
 (ＵＲＬ http://www.nichirin.co.jp/) 

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 氏名 清 水 良 雄 
問合せ先責任者 役 職 名 経 理 部 長 氏名 森 本 幾 雄 ＴＥＬ (079)252－4151(代表) 

決算取締役会開催日 平成 18 年８月 22 日       配当支払開始日  平成 18 年９月 11 日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000 株） 
 

１．18 年 12 月中間期の業績(平成 18 年１月１日～平成 18 年６月 30 日) 

(1) 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 

 

18 年 12 月中間期 

17 年 12 月中間期 

 百万円 ％

 14,420 3.5 

 13,931 6.1 

 百万円 ％ 

 290 31.3 

 221 54.5 

 百万円 ％

 428 △6.0 

 455 58.9 

17 年 12 月期  27,964   412   825  
 

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 

18 年 12 月中間期 

17 年 12 月中間期 

百万円       ％

 300 17.3 

 256 265.1 

 円 銭 

 33 44 

 32 06 

17 年 12 月期  588   70 67 

(注)①期中平均株式数 18年12月中間期 8,993,106株 17年12月中間期 7,995,154株 17年12月期 8,118,178株 

   ②会計処理の方法の変更     有 

③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) 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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 

18 年 12 月中間期 

17 年 12 月中間期 

百万円 

26,707 

24,948 

百万円

9,118 

7,158 

％ 

34.1 

28.7 

 円 銭

 1,013 93 

 895 30 

17 年 12 月期 26,020 8,922 34.3  990 49 

(注)①期末発行済株式数 18年12月中間期 8,992,794株 17年12月中間期 7,995,058株    17年12月期 8,993,634株 

   ②期末自己株式数 18年12月中間期 7,206株 17年12月中間期 4,942株 17年12月期  6,366株 
 

２．18 年 12 月期の業績予想(平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日)  

 売上高 経常利益 当期純利益 

通  期 
百万円 

28,500 

百万円

700 

百万円

500 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期)  55 円 59 銭 

※ 上記業績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可能性があります。 

 

３．配 当 状 況       

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

17 年 12 月期 4.00 6.00 10.00 

18 年 12 月期（実績） 5.00 － 

18 年 12 月期（予想） － 5.00 
10.00 
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５．個別中間財務諸表等 

(1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,775,375 2,178,976 1,795,178 

２．受取手形 ※4 1,887,667 885,750 1,869,853 

３．売掛金  4,913,501 5,821,353 4,948,434 

４．有価証券  266,952 267,027 266,979 

５．たな卸資産  1,135,115 1,104,309 1,092,283 

６．未収入金  794,972 928,675 1,112,901 

７．繰延税金資産   138,376 150,617 127,745 

８．その他  83,637 84,690 142,656 

９．貸倒引当金  △40,400 △37,000 △37,000 

流動資産合計   10,955,198 43.9 11,384,400 42.6  11,319,033 43.5

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1   

(1）建物 ※2 1,051,248 1,559,982 1,017,975 

(2）機械及び装置 ※2 1,300,766 1,343,762 1,277,528 

(3）土地 ※2 3,261,051 3,261,051 3,261,051 

(4）建設仮勘定  76,661 79,234 121,400 

(5）その他 ※2 284,778 341,590 280,319 

有形固定資産合計  5,974,507 6,585,622 5,958,275 

２．無形固定資産  59,471 36,553 58,745 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※2 2,018,216 2,339,346 2,393,115 

(2）関係会社株式  2,808,382 3,801,261 3,801,261 

(3）関係会社出資金  281,522 455,419 388,645 

(4）繰延税金資産  1,818,325 1,521,706 1,475,551 

(5）関係会社長期貸
付金 

 1,453,693 480,950 522,132 

(6）その他  379,997 375,038 376,409 

(7）投資評価引当金  △272,753 △272,753 △272,753 

(8）貸倒引当金  △528,000 － － 

投資その他の資産
合計 

 7,959,385 8,700,970 8,684,362 

固定資産合計   13,993,364 56.1 15,323,145 57.4  14,701,383 56.5

資産合計   24,948,562 100.0 26,707,546 100.0  26,020,416 100.0

    



- 34 - 

  
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※4 4,808,495 4,882,292 4,949,307 

２．買掛金  2,054,288 2,097,386 2,049,808 

３．１年以内償還社債  140,000 140,000 140,000 

４．１年以内返済予定
長期借入金 

 954,700 745,400 814,100 

５．未払金  775,732 822,655 498,342 

６．未払法人税等  104,673 106,768 113,562 

７．未払事業所税  15,156 15,336 30,692 

８．賞与引当金  63,000 89,000 64,000 

９．役員賞与引当金  － 7,200 － 

10．その他 ※4 282,787 342,722 303,630 

流動負債合計   9,198,834 36.9 9,248,761 34.7  8,963,444 34.4

Ⅱ 固定負債    

１．社債  350,000 210,000 280,000 

２．長期借入金  1,924,300 1,914,900 1,571,100 

３．再評価に係る繰延
税金負債 

 1,094,202 1,094,202 1,094,202 

４．退職給付引当金  5,070,842 4,947,477 5,025,628 

５．役員退職慰労引当
金 

 152,350 174,100 163,100 

固定負債合計   8,591,695 34.4 8,340,680 31.2  8,134,031 31.3

負債合計   17,790,529 71.3 17,589,441 65.9  17,097,476 65.7

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,102,000 4.4 － －  1,729,000 6.6

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  1,030,368 － 1,655,608 

資本剰余金合計   1,030,368 4.1 － －  1,655,608 6.4

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  89,928 － 89,928 

２．任意積立金  2,227,000 － 2,227,000 

３．中間（当期）未処
分利益 

 322,218 － 622,455 

利益剰余金合計   2,639,146 10.6 － －  2,939,384 11.3

Ⅳ 土地再評価差額金   1,600,878 6.4 － －  1,600,878 6.2

Ⅴ その他有価証券評価差
額金 

  787,038 3.2 － －  1,001,322 3.8

Ⅵ 自己株式   △1,399 △0.0 － －  △3,251 △0.0

    

資本合計   7,158,032 28.7 － －  8,922,940 34.3

負債・資本合計   24,948,562 100.0 － －  26,020,416 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 1,729,000 6.4  － －

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  － 1,655,608 － 

資本剰余金合計   － － 1,655,608 6.2  － －

３．利益剰余金    

(1) 利益準備金  － 89,928 － 

(2) その他利益剰余
金 

   

製品保証準備金  － 200,000 － 

別途積立金  － 2,427,000 － 

繰越利益剰余金  － 454,479 － 

利益剰余金合計   － － 3,171,408 11.9  － －

４．自己株式   － － △4,331 △0.0  － －

株主資本合計   － － 6,551,685 24.5  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  － － 965,541 3.6  － －

２．土地再評価差額金   － － 1,600,878 6.0  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 2,566,419 9.6  － －

純資産合計   － － 9,118,104 34.1  － －

負債・純資産合計   － － 26,707,546 100.0  － －
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 (2）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   13,931,718 100.0 14,420,438 100.0  27,964,188 100.0

Ⅱ 売上原価   12,403,933 89.0 12,693,989 88.0  24,897,057 89.0

売上総利益   1,527,784 11.0 1,726,449 12.0  3,067,130 11.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,306,762 9.4 1,436,279 10.0  2,654,858 9.5

営業利益   221,021 1.6 290,169 2.0  412,272 1.5

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  6,912 7,950 14,254 

２．受取配当金  123,260 158,124 138,028 

３．為替差益  117,311 － 294,912 

４．その他  30,378 277,862 2.0 30,788 196,863 1.4 66,618 513,813 1.8

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  27,191 24,233 54,525 

２．為替差損  － 16,367 － 

３．新株発行費償却  － － 13,449 

４．その他  15,756 42,947 0.3 17,650 58,250 0.4 32,463 100,438 0.3

経常利益   455,936 3.3 428,782 3.0  825,647 3.0

Ⅵ 特別利益    

１．貸倒引当金戻入額  13,200 － 104,540 

２．固定資産売却益 ※1 2,523 357 2,523 

３．投資有価証券売却益  85,609 101,332 0.7 89 447 0.0 181,196 288,260 1.0

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※2 2,083 － 2,469 

２．固定資産除却損 ※3 3,569 42,513 10,515 

３．投資有価証券売却損  8 － 8 

４．関係会社出資金評価
損 

 183,810 － 183,810 

５．貸倒引当金繰入額  30,000 219,471 1.6 － 42,513 0.3 30,000 226,803 0.8

税引前中間（当期）
純利益 

  337,798 2.4 386,715 2.7  887,104 3.2

法人税、住民税及
び事業税 

 115,400 130,500 51,800 

過年度法人税等  － － 73,746 

法人税等調整額  △33,937 81,462 0.6 △44,570 85,929 0.6 173,004 298,551 1.1

中間（当期）純利
益 

  256,335 1.8 300,786 2.1  588,553 2.1

前期繰越利益   65,882 －  65,882

中間配当額   － －  31,980

中間（当期）未処
分利益 

  322,218 －  622,455

    

 



- 37 - 

(3）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）           （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金
製品保証

準備金

別途 

積立金

繰越利益

剰余金

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成17年12月31日残高 1,729,000 1,655,608 1,655,608 89,928 200,000 2,027,000 622,455 2,939,384 △3,251 6,320,740

中間会計期間の変動額    

別途積立金の積立て   400,000 △400,000 － －

剰余金の配当   △53,961 △53,961 △53,961

利益処分による役員賞

与 
  △14,800 △14,800 △14,800

中間純利益   300,786 300,786 300,786

自己株式の取得    △1,079 △1,079

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

   

中間会計期間中の変動額

合計 
－ － － － － 400,000 △167,975 232,024 △1,079 230,944

平成18年６月30日残高 1,729,000 1,655,608 1,655,608 89,928 200,000 2,427,000 454,479 3,171,408 △4,331 6,551,685

 

（単位：千円） 

評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金 

土地再評価 

差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産 

合計 

平成17年12月31日残高 1,001,322 1,600,878 2,602,200 8,922,940

中間会計期間の変動額  

別途積立金の積立て  －

剰余金の配当  △53,961

利益処分による役員賞

与 
 △14,800

中間純利益  300,786

自己株式の取得  △1,079

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

△35,781 △35,781 △35,781

中間会計期間中の変動額

合計 
△35,781 － △35,781 195,163

平成18年６月30日残高 965,541 1,600,878 2,566,419 9,118,104
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式

同左 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式

同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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、売却原価は移動平均

法により算定）を採用して

おります。 

 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、売却原価は移動平

均法により算定）を採用し

ております。 

 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）を採用してお

ります。 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法

を採用しております。 

同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

  総平均法による原価法を採用

しております。 

同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法（平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については定額法）

を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物    22年～31年 

機械及び装置   10年 

(1）有形固定資産 

 定率法（平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については定額法）

を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物    22年～38年 

機械及び装置   10年 

(1）有形固定資産 

 定率法（平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については定額法）

を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物    22年～31年 

機械及び装置   10年 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法を採用しております。

 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）に基づいて

おります。 

同左 同左 

３．繰延資産の処理方法 ────── ────── 新株発行費 

    支出時に全額費用として処理し

ております。 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権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

額を繰入計上しております。 

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与

に充てるため、当中間会計期間

に負担すべき支給見込額を計上

しております。 

同左  従業員に対して支給する賞与

に充てるため、当事業年度に負

担すべき支給見込額を計上して

おります。 



- 39 - 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 (3)    ────── (3）役員賞与引当金 (3)    ────── 

   役員に対して支給する賞与に

充てるため、当中間会計期間に

負担すべき支給見込額を計上し

ております。 

 

 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務および年金資産の見込

額に基づき、当中間会計期間末

に発生していると認められる額

を計上しております。 

 過去勤務債務については、そ

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（５

年）による定額法により処理し

ております。 

 数理計算上の差異について

は、そ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

（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事

業年度から費用処理することと

しております。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務および年金資産の見込

額に基づき、当事業年度末に発

生していると認められる額を計

上しております。 

 なお、過去勤務債務について

は、そ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

（５年）による定額法により処

理しております。 

数理計算上の差異は、各事業

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

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

 (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 (5）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、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。 

同左  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

支給額を計上しております。 

 (6）投資評価引当金 (6）投資評価引当金 (6）投資評価引当金 

  投資に対する損失に備えるた

め、投資先の財政状態および経

営成績等を勘案した必要額を計

上しております。 

同左 同左 

５．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。 

同左 同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 為替予約取引についてすべて

振当処理の要件を満たしている

ため、振当処理を行っておりま

す。 

 また、金利スワップについて

は、特例処理の要件を満たして

いるため特例処理によっており

ます。 

同左 同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  通常業務から発生する債権を

対象とし、為替相場の変動リス

クをヘッジする目的で為替予約

を利用しております。 

 また、借入金を対象とし、金

利変動リスクをヘッジする目的

で金利スワップを利用しており

ます。 

同左 同左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  当該取引の実行および管理

は、経営会議において承認され

た為替予約規定およびデリバ

ティブ取引取扱規定に基づき経

理部財務課が行っております。

同左 同左 

７．その他中間財務諸表（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 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、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。 

────── 

────── （役員賞与に関する会計基準） 

当中間会計期間より、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号

平成17年11月29日）を適用しておりま

す。 

これにより、営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益が、それぞれ7,200千円

減少しております。 

────── 

────── （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」

（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）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

業会計基準適用指針第８号 平成17年12

月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額

は9,118,104千円であります。 

────── 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

10,727,410千円 10,799,332千円 10,834,273千円

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産並びに担保付債

務は次のとおりであります。 

 担保に供している資産並びに担保付債

務は次のとおりであります。 

 担保に供している資産並びに担保付債

務は次のとおりであります。 

担保資産 担保資産 担保資産 
 

建物 1,039,460千円 

 (  938,383千円)

機械及び装置 1,057,017 

 (1,057,017  )

土地 2,772,560 

 (1,977,329  )

有形固定資産その他 71,874 

（構築物） (   69,520  )

投資有価証券 300,850 

 (       －  )

合計 5,241,763 

 (4,042,251  )
  

 
建物 964,431千円

 (  871,928千円)

機械及び装置 988,607 

 (  988,607  )

土地 2,772,560 

 (1,977,329  )

有形固定資産その他 67,094 

（構築物） (   64,931  )

投資有価証券 399,300 

 (       －  )

合計 5,191,994 

 (3,902,797  )
  

 
建物 1,005,050千円

 (  907,519千円)

機械及び装置 1,003,638 

 (1,003,638  )

土地 2,772,560 

 (1,977,329  )

有形固定資産その他 69,135 

（構築物） (   66,781  )

投資有価証券 370,150 

 (       －  )

合計 5,220,534 

 (3,955,268  )
  

担保付債務 担保付債務 担保付債務 
 

長期借入金 2,310,000千円 

（１年以内返済予定含む） 

 (2,039,700千円)
  

 
長期借入金 2,198,300千円

（１年以内返済予定含む） 

 (2,033,300千円)
  

 
長期借入金 1,932,200千円

（１年以内返済予定含む） 

 (1,718,500千円)
  

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当

並びに当該債務を示しております。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当

並びに当該債務を示しております。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当

並びに当該債務を示しております。 
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前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務  ３ 偶発債務 

保証債務 保証債務 保証債務 

 次の関係会社について、金融機関から

の借入金等に対し保証を行っておりま

す。 

 次の関係会社について、金融機関から

の借入金等に対し保証を行っておりま

す。 

 次の関係会社について、金融機関から

の借入金等に対し保証を行っておりま

す。 
 

会社名 内容 
金額 
(千円) 

青山工業㈱ 借入金 50,000 

日輪機工㈱ 借入金 100,000 

ニチリン－フ
レックス 
ユー・エス・
エー インク 

借入金 
111,630 

(米ドル 
1,000千)

上海日輪汽車
配件有限公司 

借入金 
36,221 

(米ドル 
324千)

ニチリン カ
プラ テック
ユー・エス・
エー インク 

リース 
借入金 

103,445 
(米ドル 

926千)

ニチリン 
ユー・ケー・
リミテッド 

借入金 
関税・リー
ス 

328,380 
(英ポンド 
1,610千)

  

 

会社名 内容 
金額 
(千円) 

青山工業㈱ 借入金 50,000

日輪機工㈱ 借入金 84,780

ニチリン テ
ネシー インク

借入金 
116,240

(米ドル 
1,000千)

上海日輪汽車
配件有限公司

借入金 
36,266

(米ドル 
312千)

ニチリン カプ
ラ テック
ユー・エス・
エー インク 

リース 
借入金 

98,042
(米ドル 

843千)

ニチリン 
ユー・ケー・
リミテッド 

借入金 
関税・リー
ス 

53,794
(英ポンド

250千)

  

 

会社名 内容 
金額 
(千円) 

青山工業㈱ 借入金 50,000

日輪機工㈱ 借入金 93,000

上海日輪汽車
配件有限公司 

借入金 
37,149

(米ドル 
312千)

ニチリン カプ
ラ テック
ユー・エス・
エー インク 

リース 
借入金 

105,380
(米ドル 

885千)

ニチリン 
ユー・ケー・
リミテッド 

借入金 
関税・リー
ス 

85,277
(英ポンド

410千)
 

※４     ────── ※４     ────── ※４ 期末日満期手形の会計処理について

は、当事業年度末日は金融機関の休日で

したが、満期日に決済が行われたものと

して処理しております。 

 当事業年度末日満期手形は次のとおり

であります。 

  
 

受取手形 27,803千円

支払手形 595,712 

流動負債その他 219 

（設備関係支払手形） 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。 
 

機械及び装置 2,523千円
  

 
機械及び装置 232千円

車両及び運搬具 45 

工具、器具及び備品 79 

計 357 
  

 
機械及び装置 2,523千円

 

※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりで

あります。 

※２     ────── ※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりで

あります。 
 

建物 209千円

機械及び装置 1,873 

計 2,083 
  

    
建物 209千円

機械及び装置 1,980 

車両及び運搬具 265 

工具、器具及び備品 14 

計 2,469 
  

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 
 

建物 860千円

機械及び装置 2,411 

車両及び運搬具 76 

工具、器具及び備品 221 

計 3,569 
  

 
建物 9,660千円

機械及び装置 15,687 

車両及び運搬具 178 

工具、器具及び備品 1,487 

借地権 15,500 

計 42,513 
  

 
建物 973千円

機械及び装置 6,109 

車両及び運搬具 575 

工具、器具及び備品 2,856 

計 10,515 
  

 ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額 
 

有形固定資産 240,916千円

無形固定資産 9,265 
  

 
有形固定資産 238,471千円

無形固定資産 9,449 
  

 
有形固定資産 502,038千円

無形固定資産 18,741 
  

 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

普通株式（注） 6,366 840 － 7,206 

合計 6,366 840 － 7,206 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加840株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 



- 45 - 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．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中間期末残高相

当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 

取得価 
額相当 
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

中間期 
末残高 
相当額 
(千円) 

有形固定資
産その他 

  

(工具、器具 
及び備品) 

41,196 21,031 20,164 

合計 41,196 21,031 20,164 

  

 

 

取得価
額相当
額 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資
産その他 

(工具、器具
及び備品)

41,196 29,790 11,405

合計 41,196 29,790 11,405

  

 

 

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)

有形固定資
産その他 

 

(工具、器具 
及び備品) 

41,196 25,411 15,785

合計 41,196 25,411 15,785

  
(注) 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おり

ます。 

同左 (注) 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おります。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 8,758千円

１年超 11,405 

合計 20,164 
  

 
１年内 6,683千円

１年超 4,722 

合計 11,405 
  

 
１年内 8,122千円

１年超 7,662 

合計 15,785 
  

(注) 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

法により算定しております。 

同左 (注) 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

しております。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

 
支払リース料 4,379千円

減価償却費相当額 4,379千円
  

 
支払リース料 4,379千円

減価償却費相当額 4,379千円
  

 
支払リース料 8,758千円

減価償却費相当額 8,758千円
  

(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 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

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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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年６月30日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

関連会社株式 351,615 205,789 △145,825 

 

当中間会計期間末（平成18年６月30日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

関連会社株式 351,615 232,074 △119,540 

 

前事業年度末（平成17年12月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

関連会社株式 351,615 214,523 △137,091 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 
１株当たり純資産額 895.30円

１株当たり中間純利益 32.06円
  

 
１株当たり純資産額 1,013.93円

１株当たり中間純利益 33.44円
  

 
１株当たり純資産額 990.49円

１株当たり当期純利益 70.67円
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

中間（当期）純利益（千円） 256,335 300,786 588,553 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 14,800 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (14,800) 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

256,335 300,786 573,753 

期中平均株式数（株） 7,995,154 8,993,106 8,118,178 
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６．品目別売上高明細表 

（単位：千円） 

前中間会計期間 

(自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年６月 30 日)

当中間会計期間 

(自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年６月 30 日)

前事業年度 

(自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31

日)

期 別 

 

品 目 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

  ％ ％  ％

操 舵 用       3,376,296 24.2 3,227,450 22.4 6,601,658 23.6 

 (1,415,129) (41.9) (1,520,588) (47.1) (2,878,814) (43.6)

制 動 用       4,849,752 34.8 4,990,289 34.6 9,822,682 35.1 

 (1,600,839) (33.0) (1,766,831) (35.4) (3,476,091) (35.4)

空 調 用       3,539,558 25.4 3,929,666 27.3 7,117,406 25.5 

 (  433,816) (12.2) (  484,548) (12.3) (  862,681) (12.1)

そ の 他       957,608 6.9 958,663 6.6 1,970,686 7.0 

 (  237,613) (24.8) (  188,314) (19.6) (  443,927) (22.5)

自

動

車

用

ホ

ー

ス

類

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（小  計） 12,723,216 91.3 13,106,070 90.9 25,512,433 91.2 

 (3,687,400) (28.9) (3,960,282) (30.2) (7,661,514) (30.0)

産業用ホース類・工業用品 133,723 1.0 104,858 0.7 242,891 0.9 

 (       －) (  －) (       －) (  －) (       －) (  －)

そ の 他 1,074,778 7.7 1,209,508 8.4 2,208,863 7.9 

 (  305,602) (28.4) (  472,792) (39.1) (  563,673) (25.5)

合   計 13,931,718 100.0 14,420,438 100.0 27,964,188 100.0 

 (3,993,002) (28.7) (4,433,075) (30.7) (8,225,187) (29.4)

  (注) 括弧内の数字(内書)は輸出販売高および輸出割合であります｡ 

 
 

 


