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１．18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 （単位：百万円　未満切捨）

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 5,361 (16.4) 432 (△10.9) 395 (△13.7)

17年９月中間期 4,604 (33.7) 485 (35.2) 458 (24.0)

18年３月期 9,758 (24.2) 864 (△13.2) 803 (△15.7)

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 224 (2.6) 26 33

17年９月中間期 218 (10.7) 27 39

18年３月期 417 (△19.6) 51 58

（注）１．期中平均株式数 18年９月中間期 8,517,670 株 17年９月中間期 7,982,433 株 18年３月期 7,989,850 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  

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 11,876 6,829 57.5 755 40

17年９月中間期 11,347 5,400 47.6 675 23

18年３月期 11,504 5,603 48.7 700 09

（注）１．期末発行済株式数 18年９月中間期 9,041,308 株 17年９月中間期 7,997,308 株 18年３月期 7,997,308 株

２．期末自己株式数 18年９月中間期 1,492 株 17年９月中間期 1,492 株 18年３月期 1,492 株

２．19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 10,640 940 555

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）61円 38銭

※　上記の業績予想は、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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって

予想数値と異なる結果と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

18年３月期 － 15.0 15.0

19年３月期（実績） 10.0 －
20.0

19年３月期（予想） － 10.0

（注）18年９月中間期末配当金の内訳　普通配当 ７円 50銭　　記念配当 ２円 50銭
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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）
対前中間
期比

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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  593,942   1,147,798    711,997   

２．受取手形 ※１ 508,789   420,096    534,388   

３．売掛金  1,849,396   1,930,486    2,068,195   

４．たな卸資産  1,246,669   1,152,383    1,108,764   

５．その他  170,912   152,868    108,323   

貸倒引当金  △33,125   △20,153    △35,202   

流動資産合計   4,336,585 38.2  4,783,480 40.3 446,895  4,496,466 39.1

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※２           

(1) 建物 ※３ 1,499,017   1,439,014    1,477,468   

(2) 機械装置  1,608,502   1,742,821    1,614,273   

(3) 土地 ※３ 1,631,590   1,634,640    1,634,640   

(4) その他  492,645 5,231,756  471,324 5,287,801   479,792 5,206,175  

２．無形固定資産   57,287   54,316    57,791  

３．投資その他の
資産

           

(1) 関係会社株
式

 906,218   1,258,628    1,258,628   

(2) その他  817,365   481,963    485,942   

貸倒引当金  △2,092 1,721,490  △91 1,740,499  19,009 △91 1,744,478  

固定資産合計   7,010,534 61.8  7,082,617 59.6 72,083  7,008,445 60.9

Ⅲ　繰延資産　   － －  10,867 0.1 10,867  － －

資産合計   11,347,119 100.0  11,876,966 100.0 529,847  11,504,911 100.0
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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）
対前中間
期比

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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  577,310   709,408    653,142   

２．短期借入金 ※３ 700,000   300,000    900,000   

３．一年以内に返
済予定の長期
借入金

※３ 824,376   817,497    869,252   

４．一年以内に償
還予定の社債

 20,000   20,000    20,000   

５．未払法人税等  254,533   205,351    143,496   

６．賞与引当金  221,000   186,200    106,000   

７．その他  402,568   303,853    298,474   

流動負債合計   2,999,789 26.4  2,542,310 21.4 △457,478  2,990,365 26.0

Ⅱ　固定負債            

１．社債 ※３ 2,060,000   2,040,000    2,050,000   

２．長期借入金 ※３ 830,381   429,554    812,425   

３．退職給付引当
金

 56,896   35,297    48,249   

固定負債合計   2,947,277 26.0  2,504,851 21.1 △442,426  2,910,674 25.3

負債合計   5,947,067 52.4  5,047,162 42.5 △899,904  5,901,039 51.3

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   860,190 7.6  － － △860,190  860,190 7.5

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  624,010   －    624,010   

資本剰余金合計   624,010 5.5  － － △624,010  624,010 5.4

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  55,000   －    55,000   

２．任意積立金  3,450,000   －    3,450,000   

３．中間(当期)未
処分利益

 393,906   －    592,446   

利益剰余金合計   3,898,906 34.4  － － △3,898,906  4,097,446 35.6

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  17,910 0.1  － － △17,910  23,190 0.2

Ⅴ　自己株式   △964 △0.0  － － 964  △964 △0.0

資本合計   5,400,052 47.6  － － △5,400,052  5,603,871 48.7

負債・資本合計   11,347,119 100.0  － － △11,347,119  11,504,911 100.0
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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）
対前中間
期比

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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  1,426,698 12.0 1,426,698  － －

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   1,189,644    －   

資本剰余金合計   － －  1,189,644 10.1 1,189,644  － －

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  －   55,000    －   

(2）その他利益
剰余金 

           

　　別途積立金  －   3,730,000    －   

　　繰越利益剰
余金

 －   411,764    －   

利益剰余金合計   － －  4,196,764 35.3 4,196,764  － －

４．自己株式   － －  △964 △0.0 △964  － －

株主資本合計   － －  6,812,141 57.4 6,812,141  － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  － －  17,662  17,662  － －

評価・換算差額
等合計

  － －  17,662 0.1 17,662  － －

純資産合計   － －  6,829,804 57.5 6,829,804  － －

負債純資産合計   － －  11,876,966 100.0 11,876,966  － －

            

－ 4 －



(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）

対前中間
期比

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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,604,775 100.0  5,361,419 100.0 756,644  9,758,788 100.0

Ⅱ　売上原価   3,439,209 74.7  4,221,609 78.7 782,400  7,555,798 77.4

売上総利益   1,165,566 25.3  1,139,809 21.3 △25,756  2,202,990 22.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  680,437 14.8  707,554 13.2 27,117  1,338,168 13.7

営業利益   485,128 10.5  432,255 8.1 △52,873  864,822 8.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  26,091 0.6  14,744 0.3 △11,346  39,098 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  53,219 1.2  51,922 1.0 △1,296  100,458 1.1

経常利益   458,000 9.9  395,076 7.4 △62,923  803,463 8.2

Ⅵ　特別利益   3,103 0.1  5,420 0.1 2,316  12,998 0.1

Ⅶ　特別損失            

１．減損損失 ※３ 70,064   －   △70,064 70,064   

２．その他  12,006 82,071 1.8 7,832 7,832 0.2 △4,174 11,622 81,686 0.8

税引前中間(当
期)純利益

  379,032 8.2  392,665 7.3 13,632  734,775 7.5

法人税、住民
税及び事業税

 245,000   196,000    337,000   

法人税等調整
額

 △84,583 160,416 3.5 △27,612 168,387 3.1 7,970 △19,380 317,619 3.2

中間(当期)純
利益

  218,615 4.7  224,277 4.2 5,662  417,155 4.3

前期繰越利益   175,291   －    175,291  

中間(当期)未
処分利益

  393,906   －    592,446  
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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
株主資本
合計資本準備

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
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
860,190 624,010 624,010 55,000 3,450,000 592,446 4,097,446 △964 5,580,681

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 566,508 565,634 565,634      1,132,142

剰余金の配当（千円）      △119,959 △119,959  △119,959

役員賞与の支給（千円）      △5,000 △5,000  △5,000

中間純利益（千円）      224,277 224,277  224,277

別途積立金の積立（千円）     280,000 △280,000 －  －

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額)

（千円）

         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
566,508 565,634 565,634 － 280,000 △180,681 99,318 － 1,231,460

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,426,698 1,189,644 1,189,644 55,000 3,730,000 411,764 4,196,764 △964 6,812,141

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
23,190 23,190 5,603,871

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円）   1,132,142

剰余金の配当（千円）   △119,959

役員賞与の支給（千円）   △5,000

中間純利益（千円）   224,277

別途積立金の積立（千円）   －

株主資本以外の項目の中間　

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

△5,528 △5,528 △5,528

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△5,528 △5,528 1,225,932

平成18年９月30日　残高

（千円）
17,662 17,662 6,829,804

－ 6 －



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

　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

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

 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、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

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、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

 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。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

製品・仕掛品

金型

　個別法による原価法

(2）たな卸資産

製品・仕掛品

金型

同左

(2）たな卸資産

製品・仕掛品

金型

同左

 精密鍛造品・アッセンブリ品

　移動平均法による原価法

精密鍛造品・アッセンブリ品

同左

精密鍛造品・アッセンブリ品

同左

 原材料

　移動平均法による原価法

原材料

同左

原材料

同左

 貯蔵品

　最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（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、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　31年～50年

機械装置　　　　10年～12年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産及び長期前払費用

　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。

(2）無形固定資産及び長期前払費用

同左

(2）無形固定資産及び長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法 ────── 株式交付費

　３年による定額法により按分した

額を費用処理しております。

 ──────

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権等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

　従業員に対する賞与の支給に充

てるため、実際支給見込額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

－ 7 －



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

務およ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。

　数理計算上の差異は、各事業年

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按分した額を

それぞれ発生の翌事業年度から費

用処理しております。

(3）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

務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

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按分した額を

それぞれ発生の翌事業年度から費

用処理しております。

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

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

　なお、金利スワップについては、

特例処理の要件を満たす場合は特

例処理を行っております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ、為

替予約

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

 ヘッジ対象…借入金、外貨建予

定取引

ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左

 (3）ヘッジ方針

　金利および為替リスクの低減の

ため、対象債務の範囲内でヘッジ

を行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　事前評価および事後評価は、比

率分析等の方法によっております。

　なお、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

め有効性の判定を省略しておりま

す。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

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）

（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）

　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））および「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70,064千

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

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））および「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70,064千円減少

しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

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。

────── （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

委員会　企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）および「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　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

6,829,804千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、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、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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．中間期末日満期手形 ────── 　中間期末日満期手形の会計処理

については、当中間会計期間の末

日が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。当中間期末日

満期手形の金額は、次のとおりで

あります。 

受取手形　　　　23,406千円

──────

※２．有形固定資産の減価償

却累計額

6,353,981千円          6,744,332千円 6,604,434千円

※３．担保資産及び担保付債

務

(1）担保に供している資産

   

建物

土地

計

     1,362,753千円

     1,488,224千円

     2,850,977千円

     1,270,470千円

     1,488,224千円

    2,758,694千円

1,314,333千円

1,488,224千円

2,802,557千円

(2）担保付債務    

短期借入金

長期借入金

（１年以内に返済予

定額含む）

社債

計

139,463千円

1,260,537千円

 

   2,000,000千円

     3,400,000千円

       100,000千円

    1,129,481千円

 

   2,000,000千円

   3,229,481千円

       －千円

1,201,109千円

 

2,000,000千円

3,201,109千円

　４．偶発債務    

(1）当社従業員の住宅貸付

金制度による金融機関か

らの借入金に対する保証

保証差入先：　㈱ＵＦＪ銀行 

 

 金　　　額：　　 8,642千円

保証差入先：　㈱三菱東京ＵＦＪ

　　　　　　　銀行 

 金　　　額：　　 6,866千円

保証差入先：　㈱三菱東京ＵＦＪ

　　　　　　　銀行 　　　

金　　　額：　 　7,730千円

(2）NICHIDAI AMERICA 

CORPORATIONの金融機関か

らの借入金に対する保証

保証差入先：　COMERICA BANK

金　　　額：　  47,174千円

　　　　　　　 （　 416千US＄）

保証差入先：　COMERICA BANK

金　　　額：　   9,824千円

　　　　　　　 （　  83千US＄）

保証差入先：　COMERICA BANK

金　　　額：　  29,367千円

　　　　　　　 （　 249千US＄）

(3）ニチダイフィルタ㈱の

金融機関からの借入に対

する債務保証

保証差入先：　㈱みずほ銀行

 金　　　額：　 332,000千円

保証差入先：　㈱みずほ銀行

 金　　　額：　 276,000千円

保証差入先：　㈱京都銀行　　

金　　　額：　  20,000千円

保証差入先：　㈱みずほ銀行　　

金　　　額：　 144,000千円

保証差入先：　㈱京都銀行　　

金　　　額：　 100,000千円

(4）NICHIDAI AMERICA 

CORPORATIONの締結した

リース契約に係る同債務

に対する保証

保証差入先：　TOHLEASE 

CORPORATION

金　　　額：　 257,620千円

 　 （ 2,275千US＄）

保証差入先：　TOHLEASE 

CORPORATION

金　　　額：　 218,246千円

 　 （ 1,851千US＄）

保証差入先：　TOHLEASE 

CORPORATION

金　　　額：　 242,370千円

  （ 2,063千US＄）

(5）手形債権流動化に伴う

買戻義務限度額

       114,519千円             164,713千円 114,317千円

(6）輸出債権譲渡に伴う遡

及義務額

保証差入先：　㈱ＵＦＪ銀行 

 

 金　　　額：　  54,060千円

 　　　　　    （　 477千US＄）

保証差入先：　㈱三菱東京ＵＦＪ

　　　　　　　銀行 

 金　　　額：　  89,281千円

 　　　　　    （　 757千US＄）

保証差入先：　㈱三菱東京ＵＦＪ

　　　　　　　銀行 　　　

金　　　額：　  80,139千円

 　　　　　 　（ 　682千US＄）
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（中間損益計算書関係）

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．営業外収益のうち主要

なもの
   

受取利息      10,606千円            5,688千円 18,255千円

※２．営業外費用のうち主要

なもの

   

支払利息

社債利息

 

      20,002千円

      26,311千円

            17,770千円

            26,186千円

37,872千円

51,998千円

※３．減損損失

 

　当中間会計期間において、当社は

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 用途 種類

本社工場

（京都府

京田辺

市）

遊休資産 建物及び構

築物、機械

装置等

　当社は、金型事業、精密鍛造品・

アッセンブリ事業の事業別と遊休資

産に資産をグループ化いたしました。

なお、上記の本社工場については使

用見込がなくなりましたので、遊休

資産と区分し帳簿価額70,064千円を

減損損失として特別損失に計上いた

しました。その内訳は、建物65,945

千円、機械装置2,592千円、その他

1,527千円であります。

────── 　当事業年度において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を

計上しました。

場所 用途 種類

本社工場

（京都府

京田辺

市）

遊休資産 建物及び構

築物、機械

装置等

　当社は、金型事業、精密鍛造品・

アッセンブリ事業の事業別と遊休資

産に資産をグループ化いたしました。

なお、上記の本社工場については使

用見込がなくなりましたので、遊休

資産と区分し帳簿価額70,064千円を

減損損失として特別損失に計上いた

しました。その内訳は、建物65,945

千円、機械装置2,592千円、その他

1,527千円であります。

　４．減価償却実施額    

有形固定資産

無形固定資産

 

       235,634千円

     4,633千円

            257,792千円

          5,835千円

502,470千円

9,929千円

（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４月１日　至　平成18年９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 1,492 － － 1,492

合計 1,492 － － 1,492
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①　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、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、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、減損損失累計額相当額及び

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)

機械装置 46,883 35,806 11,077

工具器具備
品

532,188 314,191 217,996

合計 579,071 349,998 229,073

 

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)

機械装置 24,483 19,042 5,440

工具器具備
品

549,521 300,527 248,993

合計 574,004 319,570 254,434

 

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)

機械装置 24,483 17,002 7,481

工具器具備
品

427,283 262,448 164,835

合計 451,767 279,450 172,316

(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等

　未経過リース料期末残高相当額

１年内    103,917千円

１年超    129,613千円

合計    233,530千円

１年内 119,498千円

１年超 138,368千円

合計 257,867千円

１年内 92,200千円

１年超 83,939千円

合計 176,139千円

(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、支払利息相当額

及び減損損失

(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、支払利息相当額

及び減損損失

(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、支払利息相当額

及び減損損失

支払リース料   65,965千円

減価償却費相当額  63,477千円

支払利息相当額      2,111千円

支払リース料 53,404千円

減価償却費相当額 51,372千円

支払利息相当額 1,642千円

支払リース料 124,970千円

減価償却費相当額 120,234千円

支払利息相当額 3,725千円

(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

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5)利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内     12,300千円

１年超     11,275千円

合計     23,575千円

１年内 11,275千円

１年超 －千円

合計 11,275千円

１年内 12,300千円

１年超 5,125千円

合計 17,425千円

（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。　

同左 同左
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②　有価証券

　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。

（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 675.23円

１株当たり中間純利益金
額

27.39円

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益金額

 27.21円

１株当たり純資産額 755.40円

１株当たり中間純利益金
額

26.33円

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益金額

26.11円

１株当たり純資産額 700.09円

１株当たり当期純利益金
額

51.58円

潜在株式調整後１株当た
　り当期純利益金額

51.09円

（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 218,615 224,277 417,155

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 5,000

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－）  （5,000）

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
218,615 224,277 412,155

期中平均株式数（株） 7,982,433 8,517,670 7,989,850

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 51,223 70,651 76,702

（うち新株予約権） （51,223） (70,651)  （76,702）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

該当する潜在株式はあ

りません。

同左 同左

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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７．生産・受注及び販売の状況
１．売上高 （単位：千円　未満切捨）

品目

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）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金型 2,978,312 64.7 2,836,871 52.9 6,113,182 62.6

精密鍛造品・アッセンブリ 1,626,462 35.3 2,524,548 47.1 3,645,606 37.4

合計 4,604,775 100.0 5,361,419 100.0 9,758,788 100.0

　（注）　内輸出売上高

品目

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）

金額
輸出比率
（％）

金額
輸出比率
（％）

金額
輸出比率
（％）

金型 319,495 10.7 408,779 14.4 803,703 13.1

合計 319,495 6.9 408,779 7.6 803,703 8.2

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．受注状況 （単位：千円　未満切捨）

品目

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）

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

金型 3,095,394 998,114 2,780,564 820,581 6,109,038 876,888

精密鍛造品・アッセンブリ 2,286,562 1,135,000 2,109,800 1,159,252 4,744,706 1,574,000

合計 5,381,956 2,133,114 4,890,364 1,979,833 10,853,744 2,450,888

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．精密鍛造品・アッセンブリの受注状況には、内示受注高を含んでおります。

３．生産実績 （単位：千円　未満切捨）

品目

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）

金額 金額 金額

金型 2,922,726 2,735,256 5,960,626

精密鍛造品・アッセンブリ 1,398,041 2,345,716 3,274,501

合計 4,320,767 5,080,973 9,235,127

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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