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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 52,120 (   3.6) 1,009 (△33.5) 1,863 ( △9.9)

17年９月中間期 50,324 (   8.5) 1,518 (  16.1) 2,067 (  10.6)

18年３月期 100,703 2,956 4,025

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 1,140 (△44.8) 76 97

17年９月中間期 2,065 (  77.9) 139 41

18年３月期 3,131 209 15

（注）1.期中平均株式数 18年９月中間期14,819,020株 17年９月中間期14,819,020株 18年３月期 14,819,020株

2.会計処理の方法の変更 無

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であります。

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 48,196 20,734 43.0 1,399 16

17年９月中間期 40,887 18,945 46.3 1,278 46

18年３月期 44,774 19,818 44.3 1,335 19

（注）１.期末発行済株式数 18年９月中間期14,819,020株 17年９月中間期14,819,020株 18年３月期 14,819,020株

２.期末自己株式数 18年９月中間期 980株 17年９月中間期 980株 18年３月期 980株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 108,200 4,000 2,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    　 168円70銭

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

18年3月期 13.0 13.0 26.0

19年3月期（実績） 15.0 －  

19年3月期（予想） － 15.0 30.0

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

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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６．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９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31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 118 76 82

２．受取手形 40 24 34

３．売掛金 13,496 15,049 13,664

４．たな卸資産 3,014 3,698 3,892

５．前渡金 553 618 617

６．その他 ※４ 1,357 1,056 1,784

流動資産合計 18,582 45.4 20,523 42.6 20,075 44.8

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産 ※1、2

１．建物 1,471 2,755 2,683

２．機械及び装置 5,221 5,847 5,206

３．工具、器具及
び備品

1,129 1,275 1,053

４．土地 2,881 3,045 3,045

５．その他 1,054 1,937 1,824

有形固定資産合
計

11,758 28.8 14,860 30.9 13,813 30.9

(2)無形固定資産 5 0.0 5 0.0 5 0.0

(3)投資その他の資
産

１．投資有価証券 8,857 9,158 8,857

２．関係会社出資
金

－ 2,417 1,728

３．その他 1,700 1,247 312

貸倒引当金 △17 △17 △17

投資その他の資産
合計

10,540 25.8 12,806 26.5 10,880 24.3

固定資産合計 22,305 54.6 27,672 57.4 24,699 55.2

資産合計 40,887 100.0 48,196 100.0 44,774 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31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 323 757 525

２．買掛金 13,061 14,166 13,608

３．短期借入金 3,502 6,833 4,362

４．未払法人税等 586 501 814

５．賞与引当金 906 922 926

６．その他 2,003 2,935 3,232

流動負債合計 20,383 49.9 26,117 54.2 23,470 52.4

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,128 866 1,007

２．退職給付引当金 272 322 301

３．役員退職慰労引
当金

157 157 177

固定負債合計 1,558 3.8 1,345 2.8 1,486 3.3

負債合計 21,941 53.7 27,462 57.0 24,956 55.7

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,754 4.3 － － 1,754 3.9

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 547 － 547

資本剰余金合計 547 1.3 － － 547 1.2

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 151 － 151

２．任意積立金 13,831 － 13,831

３．中間（当期）未
処分利益

2,661 － 3,534

利益剰余金合計 16,644 40.7 － － 17,517 39.2

Ⅳ　自己株式 △0 △0.0 － － △0 △0.0

資本合計 18,945 46.3 － － 19,818 44.3

負債・資本合計 40,887 100.0 － － 44,774 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31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  － － 1,754 3.6 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 547 －

資本剰余金合計  － － 547 1.1 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 151 －

(2）その他利益剰
余金

 

特別償却積立
金

 － 0 －

圧縮記帳積立
金

 － 0 －

別途積立金  － 16,360 －

繰越利益剰余
金

 － 1,920 －

利益剰余金合計  － － 18,433 38.3 － －

４　自己株式  － － △0 △0.0 － －

株主資本合計  － － 20,734 43.0 － －

純資産合計  － － 20,734 43.0 － －

負債純資産合計  － － 48,196 100.0 － －
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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（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 50,324 100.0 52,120 100.0 100,703 100.0

Ⅱ　売上原価 45,716 90.8 47,564 91.3 91,396 90.8

売上総利益 4,607 9.2 4,555 8.7 9,306 9.2

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

3,088 6.2 3,545 6.8 6,349 6.3

営業利益 1,518 3.0 1,009 1.9 2,956 2.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 589 1.2 900 1.7 1,152 1.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 41 0.1 46 0.0 82 0.1

経常利益 2,067 4.1 1,863 3.6 4,025 4.0

Ⅵ　特別利益 ※３ 1,638 3.3 0 0.0 1,665 1.7

Ⅶ　特別損失 ※４ 577 1.2 270 0.5 660 0.7

税引前中間（当
期）純利益

3,127 6.2 1,593 3.1 5,030 5.0

法人税、住民税
及び事業税

581 476 1,476

法人税等調整額 480 1,061 2.1 △24 452 0.9 422 1,899 1.9

中間（当期）純
利益

2,065 4.1 1,140 2.2 3,131 3.1

前期繰越利益 595 － 595

中間配当額 － － 192

中間（当期）未
処分利益

2,661 － 3,534
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(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４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
資本準備
金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

積立金
圧縮記帳
積立金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
1,754 547 547 151 0 0 13,830 3,534 17,517 △0

中間会計期間中の変動額

特別償却積立金の取崩(注)     △0   0 －  

圧縮記帳積立金の取崩(注)      △0  0 －  

別途積立金の積立(注)       2,530 △2,530 －  

剰余金の配当(注)        △192 △192  

役員賞与(注)        △32 △32  

中間純利益        1,140 1,140  

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
    △0 △0 2,530 △1,613 915  

平成18年９月30日　残高

（百万円）
1,754 547 547 151 0 0 16,360 1,920 18,433 △0

純資産合計株主資本
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
19,818 19,818

中間会計期間中の変動額

特別償却積立金の取崩(注) － －

圧縮記帳積立金の取崩(注) － －

別途積立金の積立(注) － －

剰余金の配当(注) △192 △192

役員賞与(注) △32 △32

中間純利益 1,140 1,140

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
915 915

平成18年９月30日　残高

（百万円）
20,734 20,734

　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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に

よっております。

（1）有価証券

同左

（1）有価証券

同左

その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

（2）たな卸資産

製品・原材料・仕掛品

　総平均法による低価法によっ

ております。

（2）たな卸資産

同左

（2）たな卸資産

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法によっており

ます。

２．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。

（1）有形固定資産

同左

（1）有形固定資産

同左

（2）無形固定資産

　定額法によっております。

（2）無形固定資産

同左

（2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 （1）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。

（1）貸倒引当金

同左

（1）貸倒引当金

同左

（2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に

備えるため、賞与支払予定額のう

ち、当中間会計期間に属する支給

対象期間に見合う金額を計上して

おります。

（2）賞与引当金

同左

（2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に

備えるため、翌事業年度支払予定

額のうち、当事業年度に属する支

給対象期間に見合う金額を計上し

ております。

────── （3）役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に充てるため、

当事業年度における支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上して

おります。

(会計方針の変更)

　当中間会計期間から「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準第４号　企業会計基準委員会　

平成17年11月29日）を適用して

おります。

　なお、当中間会計期間末におい

て、支給見込額を合理的に見積る

ことが困難であるため、引当計上

しておりません。

──────
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（3）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

務及び年金資産の見込額に基づき、

当中間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

おります。

　なお、会計基準変更時差異につ

いては、15年による按分額を費用

処理しております。

　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年

数による按分額を費用処理してお

ります。

　数理計算上の差異については、

各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務年数による按分

額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

（4）退職給付引当金

同左

（3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、

当事業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、会計基準変更時差異につ

いては、15年による按分額を費用

処理しております。

　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年

数による按分額を費用処理してお

ります。

　数理計算上の差異については、

各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務年数による按分

額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

（追加情報）

　当社が加入しているホンダ厚生

年金基金（連合設立型）は、確定

給付企業年金法に基づき、厚生年

金基金の代行部分について、平成

17年７月１日に厚生労働大臣から

過去分返上の認可を受けまし

た。

　当中間会計期間における損益に

与えている影響額は、特別利益

1,634百万円です。

 

──────

（追加情報）

　当社が加入しておりましたホン

ダ厚生年金基金(連合設立型)は、

確定給付企業年金法に基づき、厚

生年金基金の代行部分について、

平成１７年７月１日に厚生労働大

臣から過去分返上の認可を受け、

平成１８年３月９日に国に返還額

（最低責任準備金）の納付を行い

ました。

　これによる当事業年度の損益に

与えている影響額は、特別利益

1,661百万円であります。

（4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基づく当中

間会計期間末要支給額を計上して

おります。

（5）役員退職慰労引当金

同左 

（4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基づく当事

業年度末要支給額を計上しており

ます。

４．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

５．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

　消費税等の会計処理は、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 

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．固定資産の減損に係る会

計基準

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.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、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。これにより税

引前中間純利益は、494百万円減

少しております。

　なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控

除しております。

 

 

 

──────

──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　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。

　これまでの資本の部の合計に相

当する金額は20,734百万円であり

ます。

　なお、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

　　当事業年度より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６

号　平成15年10月31日）を適用

しております。これにより税引前

当期純利益は、494百万円減少し

ております。

　なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき各資産の金額から直接控除し

ております。

 

 

 

──────

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

     　　　　　　　────── (中間貸借対照表関係）

　「関係会社出資金」は、前中間会計期間末において投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間会計期間末において資産の総額の100分の5を超えた

ため区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「関係会社出資金」の金額は

1,404百万円であります。
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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９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３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

29,036百万円 30,242百万円 29,555百万円

※２．担保資産

(イ)担保に供している資産

建物   885百万円

機械及び装置    503百万円

土地    1,364百万円

有形固定資産

その他
 32百万円

計 2,785百万円

上記は全て工場財団設定分

※２．担保資産

(イ)担保に供している資産

建物 　731百万円

機械及び装置    490百万円

土地 1,364百万円

有形固定資産

その他
33百万円

計 2,620百万円

上記は全て工場財団設定分

※２．担保資産

(イ)担保に供している資産

建物 910百万円

機械及び装置 505百万円

土地 1,364百万円

有形固定資産

その他
31百万円

計  2,811百万円

上記は全て工場財団設定分

(ロ)上記に対応する債務

短期借入金  10百万円

長期借入金  40百万円

計   50百万円

(ロ)上記に対応する債務

短期借入金 10百万円

長期借入金 30百万円

計  40百万円

(ロ)上記に対応する債務

短期借入金    10百万円

長期借入金 35百万円

計     45百万円

　３．偶発債務

(1）保証債務

　３．偶発債務

(1）保証債務

　３．偶発債務

(1）保証債務

被保証者
保証金額
（百万円）

被保証債務
の内容

従業員 115

本田技研工
業㈱の「ホ
ンダ住宅共
済会」制度
による、当
社従業員の
住宅資金借
入金残高

ユタカ・マニ
ファクチャリン
グ（フィリピン
ズ）インコーポ
レーテッド

100 銀行借入金

ワイエス・テッ
ク(タイランド)
カンパニーリミ
テッド

1,078 銀行借入金

タタ・ユタカ・
オートコンプ・
リミテッド

65 銀行借入金

計 1,359 －

被保証者
保証金額
（百万円）

被保証債務
の内容

従業員 103

本田技研工
業㈱の「ホ
ンダ住宅共
済会」制度
による、当
社従業員の
住宅資金借
入金残高

ユタカ・マニ
ファクチャリン
グ（フィリピン
ズ）インコーポ
レーテッド

100 銀行借入金

ワイエス・テッ
ク(タイランド)
カンパニーリミ
テッド

1,201 銀行借入金

タタ・ユタカ・
オートコンプ・
リミテッド

72 銀行借入金

計 1,477 －

被保証者
保証金額
（百万円）

被保証債務
の内容

従業員 109

本田技研工
業㈱の「ホ
ンダ住宅共
済会」制度
による、当
社従業員の
住宅資金借
入金残高

ユタカ・マニ
ファクチャリン
グ（フィリピン
ズ）インコーポ
レーテッド

100 銀行借入金

ワイエス・テッ
ク(タイランド)
カンパニーリミ
テッド

1,262 銀行借入金

タタ・ユタカ・
オートコンプ・
リミテッド

68 銀行借入金

計 1,540 －
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

(2)保証類似行為

被保証者
保証金額
（百万円）

被保証債務
の内容

ユーワイエス・
リミテッド

2,909 リース債務

計  2,909 －

(2)保証類似行為

         　──────

(2)保証類似行為

被保証者
保証金額
（百万円）

被保証債務
の内容

ユーワイエス・
リミテッド

1,139 銀行借入金

計  1,139 －

※４．消費税等の表示

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺し、その差額は流動資産の

「その他」に含めて表示しており

ます。

※４．消費税等の表示

  同左

※４.    　──────

－ 11 －



（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息 0百万円

受取配当金     456百万円

受取利息 0 百万円

受取配当金  842百万円

受取利息 0 百万円

受取配当金 895百万円

※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの

支払利息   30百万円 支払利息  28百万円 支払利息 59百万円

※３．特別利益のうち重要なもの ※３．　　────── ※３．特別損益のうち重要なもの

厚生年金基金

代行返上益

 1,634百万円   厚生年金基金

代行返上益

1,661百万円 

※４．減損損失 ※４．減損損失 ※４．減損損失

　　　当中間会計期間において、以下

の資産グループについて減損損失

を計上しました。

 場所 毛呂山製作所（埼玉県入間郡）

　　　当中間会計期間において、以下

の資産グループについて減損損失

を計上しました。

 場所 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

　　　当事業年度において、以下の資

産グループについて減損損失を計

上しました。

 場所 毛呂山製作所（埼玉県入間郡）

用途  種類  減損損失

工場用地  土地  213百万円

工場建屋  建物他  280百万円

  合計  494百万円

　　　当社は、事業所別に資産のグ

ループ化を行い、遊休資産につい

ては、物件単位毎にグループ化を

行っております。

　平成17年５月30日開催の取締役

会において、毛呂山製作所を嵐山

製作所に移転し、毛呂山製作所の

土地、建物については、設備移管

後に売却することが決議されまし

た。

　このため、当中間会計期間にお

いて、毛呂山製作所の土地、建物

について、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上してお

ります。

　なお、回収可能価額については、

固定資産税評価額を合理的に調整

した価額により算定しております。

用途  種類  減損損失

工場建屋  建物他  196百万円

  合計  196百万円

　　　当社は、事業所別に資産のグ

ループ化を行い、遊休資産につい

ては、物件単位毎にグループ化を

行っております。

　平成18年４月27日の取締役会決

議に基づき、三重県津市に新工場

(三重製作所)を建設し、鈴鹿製作

所を閉鎖・移転することとなりま

した。

　このため、当中間会計期間にお

いて、鈴鹿製作所の建物他につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上しておりま

す。

　なお、回収可能価額については、

正味売却価額（固定資産税評価額

を合理的に調整した価額）により

算定しております。

用途  種類  減損損失

工場用地  土地  213百万円

工場建屋  建物他   280百万円

  合計  494百万円

　　　当社は、事業所別に資産のグ

ループ化を行い、遊休資産につい

ては、物件単位毎にグループ化を

行っております。

　平成17年５月30日開催の取締役

会において、毛呂山製作所を嵐山

製作所に移転し、毛呂山製作所の

土地、建物については、設備移管

後に売却することが決議されまし

た。

　このため、当事業年度において、

毛呂山製作所の土地、建物につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上しておりま

す。

　なお、回収可能価額については、

正味売却価額（固定資産税評価額

を合理的に調整した価額）により

算定しております。

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産     668百万円

無形固定資産  0百万円

有形固定資産 830百万円

無形固定資産 0百万円

有形固定資産  1538百万円

無形固定資産 1百万円
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（リース取引）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

工具、器具及
び備品

349 201 148

その他 114 49 65

合計 464 250 214

（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。

（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

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

工具、器具及
び備品

356 221 135

その他 156 66 89

合計 512 287 225

（注）　　　　同左

（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
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

工具、器具及
び備品

411 251 160

その他 170 78 92

合計 582 329 252

（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

（２）未経過リース料期末残高相当額

１年内   95百万円

１年超    118百万円

合計   214百万円

（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。

１年内   89百万円

１年超   135百万円

合計   225百万円

（注）　　　　同左

１年内    100百万円

１年超  151百万円

合計    252百万円

（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）支払リース料及び減価償却費相

当額

（３）支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料  53百万円

減価償却費相当

額
  53百万円

支払リース料    56百万円

減価償却費相当

額
    56百万円

支払リース料    110百万円

減価償却費相当

額
  110百万円
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（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

 ２.オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内   6百万円

１年超    14百万円

合計   20百万円

 ２.オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内    6百万円

１年超      7百万円

合計     14百万円

 ２.オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内    9百万円

１年超     16百万円

合計     26百万円

　（有価証券関係） 

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。
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　（１株当たり情報） 

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── (1)　当社は、平成18年10月25日の取締

役会において、インドにおける第２

生産拠点としてデリー近郊に、当社

全額出資による子会社を設立するこ

とを決議いたしました。

　当社は、インド自動車市場の拡大

に伴い、更なる競争力向上を図るた

め、より客先に近い所で生産するの

が効果的と判断し新会社を設立しま

す。

　新会社の概要は、下記のとおりで

あります。

1.資本金 2.5億インドルピー

（約6億円）

2.持株比率 株式会社ユタカ技研

１００％

3.事業の

  内容

四輪自動車用排気系部

品及び二輪ブレーキ

ディスク

4.投資総額 3.5億インドルピー

（約8.5億円）

5.従業員の

  状況

約100名（2010年予

定）

6.設立年月 平成18年12月（予定）

7.営業

  開始日

 

平成20年４月（予定）

(2)　当社は、平成18年10月25日の取締

役会において、ブラジルの子会社ユ

タカ・ド・ブラジル・リミターダが、

サンパウロ郊外に新工場を建設する

ことを決議いたしました。

　当社は、ブラジル自動車市場が近

年急成長を遂げており、業容拡大に

向けて四輪自動車用排気系部品の製

造を行う新工場を建設いたしま

す。

　新工場の概要は、下記のとおりで

あります。

1.生産開始

　時期

平成20年８月（予定）

2.主要生産

  品目

四輪自動車用排気系部

品

3.投資総額 約10億円

　当社は、平成18年４月27日の取締

役会決議に基づき、三重県津市に新

工場を建設し、鈴鹿製作所を閉鎖・

移転することとなりました。

　当社は、国内に四工場を有してお

りますが、新工場は本田技研工業株

式会社 鈴鹿製作所向けの排気系部

品を生産する工場と位置付けており

ます。移転を機に物流の見直し、生

産性向上等更なる高効率の生産ライ

ンを目指して体質強化を図ってまい

ります。

　新工場の概要は、下記のとおりで

あります。

1.名称 三重製作所(仮称）

2.所在地 三重県津市あのつ台サイエ

ンスシティ内

3.敷地面積 46,000㎡

4.建屋面積 20,600㎡ (1階：19,000㎡、

2階：1,600㎡)

5.生産開始

　時期

平成19年4月 (予定)

6.主要生産

　品目

四輪自動車用排気系部品 

(エキゾースト・マニホー

ルド、キャタリスト・コン

バータ、サイレンサー、エ

キゾースト・パイプ)

7.要員規模 生産開始時：約240名

8.投資総額 約30億円

－ 15 －


