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１．平成18年 9月中間期の連結業績（平成18年 4月 1日～平成18年 9月30日）

(1）連結経営成績 （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 68,354 13.3 5,330 △3.1 4,919 △12.9

17年 9月中間期 60,311 15.9 5,502 △20.7 5,646 △8.5

18年 3月期 125,512 9,577 9,581

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年 9月中間期 2,105 △31.7 67 48 62 34

17年 9月中間期 3,082 △9.5 98 80 － －

18年 3月期 4,772 152 98 － －
（注）①持分法投資損益 18年 9月中間期 －百万円 17年 9月中間期 －百万円 18年 3月期 －百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年 9月中間期 31,195,676株 17年 9月中間期 31,195,711株 18年 3月期 31,195,696株

③会計処理の方法の変更 無

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であります。

(2）連結財政状態 （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 119,537 49,967 34.9 1,336 11

17年 9月中間期 102,229 36,045 35.3 1,155 46

18年 3月期 113,003 39,055 34.6 1,251 95
（注）期末発行済株式数（連結） 18年 9月中間期 31,195,676株 17年 9月中間期 31,195,711株 18年 3月期 31,195,676株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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 9月中間期 8,960 △11,871 4,547 8,580

17年 9月中間期 4,972 △5,897 1,754 7,419

18年 3月期 11,392 △18,784 7,253 6,785

(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 11社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 0社　 （除外） 0社 持分法（新規） 0社　 （除外） 0社

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

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 142,000 10,600 5,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   160円26銭

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としております。実

際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想に関する事項等につ

きましては、添付資料の７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の子会社、以下同じ）は、武蔵精密工業株式会社（当社）及び子会社16社により構成さ

れ、自動車用エンジン部品・サスペンション部品・ステアリング部品等の製造販売を主な事業内容とし、その他金型、

治工具及び機械器具の販売もしております。その製品は、自動車、工作機械、産業機械等多くの産業に使用されており

ます。また、当社と継続的で緊密な事業上の関係にあるその他の関係会社である本田技研工業株式会社（輸送用機器等

の製造販売）は主要な取引先であります。

　当社グループの事業内容及び当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。

　なお、当社は事業の種類別セグメントを記載していないため、主要品目別の分類により区分しております。

主要品目 主要製品

ボールジョイント サスペンションアームＡＳＳＹ、サスペンションボールジョイント、ステアリングボールジョイン

ト、各種連結用ジョイント

カムシャフト カムシャフト

ギヤー等 プラネタリーギヤーＡＳＳＹ、デファレンシャルギヤーＡＳＳＹ、トランスミッションギヤーＡＳ

ＳＹ、各種ベベルギヤー、ヘリカルギヤー、クラッチギヤー、リングギヤー、スプロケット、バラ

ンスシャフト、ギヤーシャフト、クランクシャフト、クランクＡＳＳＹ、コンロッド、金型、治工

具、機械器具

(1）ボールジョイント：当社が製造・販売するほか、子会社ムサシオートパーツ・カンパニーリミテッド、ムサシオー

トパーツユーケー・リミテッド、ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド、ムサシ

ハンガリーマニュファクチャリング・リミテッドが製造・販売しております。

(2）カムシャフト ：当社が製造・販売するほか、子会社ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド、ム

サシオートパーツカンパニー・リミテッド、ムサシオートパーツユーケー・リミテッド、ピー

ティー・ムサシオートパーツインドネシア、ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッ

ド、ムサシドブラジル・リミターダ、ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド

が製造・販売しております。

(3）ギヤー等 ：当社が製造・販売するほか、子会社九州武蔵精密株式会社、ムサシオートパーツミシガン・イ

ンコーポレーテッド、ムサシオートパーツカンパニー・リミテッド、ムサシオートパーツユー

ケー・リミテッド、ピーティー・ムサシオートパーツインドネシア、ムサシオートパーツカナ

ダ・インコーポレーテッド、ムサシドブラジル・リミターダ、ムサシサウスカロライナ・イン

コーポレーテッド、ムサシダアマゾニア・リミターダ、ムサシオートパーツインディア・プラ

イベートリミテッドが製造・販売しております。

－ 2 －



　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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九州武蔵精密㈱(ギヤー等) 

《国内子会社》 

《海外子会社》 

＜アメリカ＞ 
ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド

(カムシャフト・ギヤー等) 

ムサシサウスカロライナ・インコーポレーテッド(ギヤ

ー等) 

＜カナダ＞ 
ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド 

(ボールジョイント・カムシャフト・ギヤー等) 

＜イギリス＞ 
ムサシオートパーツユーケー・リミテッド(ボールジョ

イント・カムシャフト・ギヤー等) 

＜ハンガリー＞ 
ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッ

ド(ボールジョイント・カムシャフト) 

＜ブラジル＞ 
ムサシドブラジル・リミターダ(カムシャフト・ギヤー

等) 

ムサシダアマゾニア・リミターダ(ギヤー等) 

＜タイ＞ 
ムサシオートパーツカンパニー・リミテッド 

(ボールジョイント・カムシャフト・ギヤー等) 

＜インドネシア＞ 
ピーティー・ムサシオートパーツインドネシア(カムシ

ャフト・ギヤー等) 

＜インド＞ 
ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテ

ッド(ギヤー等) 

原材料及び部品
の供給 

製品の供給 

部品の供給 

金型・治工具・
機械設備の供給 

技術援助 
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（関係会社の状況）

１．連結子会社

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の
所有割合

関係内容 摘要

％

九州武蔵精密㈱
熊本県
球磨郡錦町

百万円
200

自動車等部品の製造販売 100.0
当社製品の一部を製造。
当社からロイヤリティの支払い
役員の兼任等（出向を含む）…有

(注)１

ムサシオート
パーツミシガ
ン・インコーポ
レーテッド

アメリカ
ミシガン

千米ドル
40,000

自動車等部品の製造販売 89.5

アメリカにおける当社グループの製品
の製造販売。
当社へロイヤリティの支払い。
当社が債務保証。
役員の兼任等（出向を含む）…有

(注)１

ムサシオート
パーツカンパ
ニー・リミテッ
ド

タイ
パツムタニ

千バーツ
200,000

自動車等部品の製造販売 49.0

タイにおける当社グループの製品の製
造販売。
当社へロイヤリティの支払い。
役員の兼任等（出向を含む）…有

(注)
１、２、
３

ムサシオート
パーツユー
ケー・リミテッ
ド

イギリス
ホウティン

千英ポンド
5,000

自動車等部品の製造販売 100.0

欧州地域における当社グループの製品
の製造販売。
当社へロイヤリティの支払い。
当社が債務保証。
役員の兼任等（出向を含む）…有

(注)１

ピーティー・ム
サシオートパー
ツインドネシア

インドネシア
ブカシ

千米ドル
14,000

自動車等部品の製造販売 80.0

インドネシアにおける当社グループの
製品の製造販売。
当社へロイヤリティの支払い。
役員の兼任等（出向を含む）…有

(注)１

ムサシオート
パーツカナダ・
インコーポレー
テッド

カナダ
オンタリオ

千カナダドル
20,000

自動車等部品の製造販売 100.0

カナダにおける当社グループの製品の
製造販売。
当社へロイヤリティの支払い。
当社が債務保証。
役員の兼任等（出向を含む）…有

(注)
１、３

ムサシドブラジ
ル・リミターダ

ブラジル
イガラス

千レアル
72,650

自動車等部品の製造販売 74.9

ブラジルにおける当社グループの製品
の製造販売。
当社へロイヤリティの支払い。
当社が債務保証。
役員の兼任等（出向を含む）…有

(注)１

ムサシサウスカ
ロライナ・イン
コーポレーテッ
ド

アメリカ
サウスカロラ
イナ

千米ドル
40,000

自動車等部品の製造販売 100.0

アメリカにおける当社グループの製品
の製造販売。
当社へロイヤリティの支払い。
当社が債務保証。
役員の兼任等（出向を含む）…有

(注)１

ムサシハンガ
リーマニュファ
クチャリング・
リミテッド

ハンガリー
エルチ

千ユーロ
20,157

自動車等部品の製造販売 100.0

欧州地域における当社グループの製品
の製造販売。
当社へロイヤリティの支払い。
当社が資金の貸付。
役員の兼任等（出向を含む）…有

(注)１

ムサシダアマゾ
ニア・リミター
ダ

ブラジル
アマゾニア

千レアル
40,001

自動車等部品の製造販売 100.0

ブラジルにおける当社グループの製品
の製造販売。
当社へロイヤリティの支払い。
役員の兼任等（出向を含む）…有

(注)１

ムサシオート
パーツインディ
ア・プライベー
トリミテッド

インド
ハリアナ

千ルピー
800,000

自動車等部品の製造販売 100.0

インドにおける当社グループの製品の
製造販売。
当社へロイヤリティの支払い。
当社が債務保証。
役員の兼任等（出向を含む）…有

(注)１

　（注）１．特定子会社に該当しております。

２．持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社としております。

３．ムサシオートパーツ・カンパニーリミテッド及びムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッドは、売

上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。

２．その他の関係会社

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の
被所有割合

関係内容 摘要

％

本田技研工業㈱
東京都
港区

百万円
86,067

輸送用機械器具及び原動
機の製造・販売

26.2
当社の製品販売先。
当社製品の材料仕入先。
役員の兼任等…有

（注）

　（注）　上記会社は有価証券報告書を提出しております。
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２．経営方針

１．経営の基本方針

　当社は、創業の精神である「質実剛健、至誠一貫」をベースに、「お客様と社会のニーズに応え、優れた商品や技

術を常に提供し、世界中の人々や地域社会から信頼されるグローバル先進企業を目指す」事業活動を通じ、企業価値

の継続的な向上に努めてまいります。

　また、「地球環境の保全を重要課題とする社会の一員として、全ての事業活動を通じ、従業員・地域住民の健康の

維持と地球環境の保全に積極的に寄与する」ことを環境方針としております。

２．利益配分に関する基本方針

　当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の重点課題の一つとして認識しております。当社は、安定的な経営基盤

の確保に努めるとともに、業績に応じた安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。

　このような方針に基づき、当中間期の配当金につきましては、１株につき16円とすることを決定いたしました。

　内部留保資金につきましては、財務体質の改善に資する負債の返却、生産設備の増強や今後の研究開発活動に充当

し、事業拡大に努めてまいる所存であります。

３．会社の対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略

　当社は、顧客や社会ニーズの多様化、グローバル市場での競争激化など、ビジネス環境の変化に迅速かつ柔軟に対

応できる企業体質を構築するため、ＮＭＣ－Ｅ（ニュー・ムサシ・クリエーション・エボリューション）を中期経営

戦略として、経営課題の解決に取り組んでまいります。

①グローバル市場での継続的な成長

顧客のグローバルなニーズを見定め、成長市場での効率的な販売拡大、得意製品の販売拡大を進めてまいり

ます。

②商品Ｑ（品質向上）・Ｃ（コスト低減）・Ｄ（納期確保）競争力の強化

高効率生産体制や品質保証体制の強化をグローバルに展開し、低コスト・高品質の製品づくりを進めてまい

ります。また、顧客ニーズにフレキシブルに対応できるグローバル供給体制の整備も引き続き推進してまいり

ます。

③先進・先端の技術開発

当社の固有・独自技術を継続的に進化させ、他社との差別化を図る技術開発を推進してまいります。

④グローバル化を支える人と環境への施策展開

事業の拡大やグローバル化に対応できる人材の育成・確保に努めてまいります。また、環境方針に従い、環

境負荷低減への取り組みを推進し、地球環境への影響を最小化するように努めてまいります。

⑤ＭＣＧ（ムサシ・コーポレート・ガバナンス）展開体制の確立と実践

透明性・健全性・効率性を更に高める活動を実践し、ガバナンス体制の更なる充実化を図ります。 

４．目標とする経営指標

　当社グループは、現在進行中の中期事業計画で売上高の拡大を計画しておりますが、利益についても適正な利益率

を確保すべく目標を設定しております。

　また、株主資本の効率活用の観点から株主資本当期純利益率を、投資全体の運用効率を図る指標として総資本経常

利益率を、それぞれ重要な経営指標と位置づけております。

５．親会社等に関する事項

(1）親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の

議決権所有割合
親会社等が発行する株券が上場されている証券取引所等

本田技研工
業株式会社

上場会社が他の会
社の関連会社であ
る場合における当
該他の会社

26.23％ 東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、
札幌証券取引所、福岡証券取引所、
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、
ユーロネクス(パリ)証券取引所、スイス証券取引所 

(2）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

  本田技研工業株式会社は、当社の総株主の議決権の26.23％を所有しており、非常勤監査役１名は本田技研工業株式

会社の従業員が兼務しております。

  本田技研工業株式会社及びホンダグループとの関係は、事業運営及び取引において自主性を保っております。 
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３．経営成績及び財政状態

１）当中間期の概況

　当中間連結会計期間の連結売上高は68,354百万円（前年同期比13.3％増）、営業利益は5,330百万円（同3.1％減）

となりました。

　所在地別セグメントの状況につきましては、国内では、主要販売先である本田技研工業株式会社向けの販売が堅調

に推移したこと等により、売上高は23,268百万円（同4.4％増）となりましたが、営業利益は、昨年建設した新工場関

連設備や新機種立ち上げに伴う償却費増加等により2,135百万円（同3.6％減）となりました。

　北米地域では、同じく主要販売先向けの販売が好調に推移し、売上高は16,121百万円（同20.0％増）となりました

が、主要販売先の増量対応や、新規顧客向け部品の立上げに伴う償却費の増加等により、営業利益は5百万円の営業損

失（前中間連結会計期間は329百万円の営業損失）となりました。

　欧州地域では、主要販売先向けの販売が順調に増加し、売上高は5,119百万円（前年同期比43.1％増）、営業利益は

602百万円（同227.6％増）となりました。

　アジア地域では、インドネシアにおける昨年後半からの原油価格高騰に端を発した景気後退の影響を受け、売上高

は14,990百万円（同4.1％減）となり、営業利益は売上減少の影響に加え償却費の増加等により1,148百万円（同65.9

％減）となりました。

　南米地域では、主要販売先への２輪車部品の販売が好調だったことや、為替が前年に比較し大幅にレアル高に動い

たこと等により、売上高は8,854百万円（同64.7％増）、営業利益は1,411百万円（前中間連結会計期間は152百万円の

営業損失）となりました。

　その結果、連結経常利益は4,919百万円（前年同期比12.9％減）、中間純利益は2,105百万円（同31.7％減）となり

ました。

２）キャッシュ・フロー等の状態

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ1,794百万円増加し、8,580百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、8,960百万円（前中間連結会計期間比80.2％増）となりました。これは主に、税

金等調整前純利益と減価償却費によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、11,871百万円（同101.3％増）となりました。これは主に、有形固定資産の取得

による支出によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果増加した資金は、4,547百万円（同159.2％増）となりました。これは、主に、社債の発行による

増加と借入金の減少によるものです。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

前中間期
（自平成17年４月１日
至平成17年９月30日）

当中間期
（自平成18年４月１日
至平成18年９月30日）

前期
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

自己資本比率 35.3％ 34.8％ 34.6％

時価ベースの自己資本比率 82.4％ 79.9％ 84.5％

債務償還年数 2.6年 2.1年 2.9年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 8.7  7.8 9.5

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

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

（注）１．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。

２．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用し、有利子負債は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すべての負債を対象としております。

３．債務償還年数の中間期での計算では、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため、２倍にしております。
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３）通期の見通し

　北米地域では、米国経済は堅調に推移しておりますが、なお不透明感が残る状況が続くと思われます。アジア地域

では、インドネシア経済は年後半に向けて大幅な回復が見込まれ、タイ・インドは引き続き堅調に推移すると思われ

ます。南米地域では、引き続き経済が堅調に推移し、市場は拡大すると思われます。また、日本国内においては、ゆ

るやかな景気回復の動きは見せておりますが、経営環境は予断をゆるさない状況にあります。

　このような環境のなか、当社グループは国内外を含めて積極的な新規部品の受注活動を行うとともに、各拠点の生

産効率向上のための諸施策を展開し、売上高は142,000百万円（前連結会計年度比13.1％増）、経常利益は10,600百万

円（同10.6％増）、当期純利益は5,000百万円（同4.8％増）を見込んでおります。

 なお、為替レートは下期115円／ドルを予想しております。

４）事業等のリスク

市場環境の変化

　長期にわたる経済の低迷、消費者の購買意欲低下は、四輪車・二輪車の需要低下につながり、その部品を製造し

ている当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、当社は世界各国で事業展開をしており、これ

らの市場の経済低迷も、当社の業績に影響を与える可能性があります。

特定の販売先等への依存

当社グループは、顧客のニーズに対応したグローバル供給体制を構築するため、海外9カ国11社で生産を行ってお

ります。海外での生産拠点拡大と共に販売先も拡大してまいりましたが、平成18年 9月期における本田技研工業株

式会社及び同社子会社への売上高の連結売上高に占める販売割合は70.7％（本田技研工業株式会社への割合は

27.9％）となっております。

従って、当社グループの業績は本田技研工業株式会社及び同社子会社の生産動向に影響を受け、その生産高が減

少するような場合には業績が悪化する可能性があります。 

為替変動

当社は、当社グループの海外拠点に対し、製品・半製品を輸出しております。また、当社グループの海外拠点か

らも、それらの製品を複数の国へ輸出しております。為替レートの変動は、当社の経営成績及び財政状況、また競

争力にも影響し、長期的に当社の業績に影響いたします。当社は、日本国内において多くの製造活動を行っており、

日本以外の通貨による売上があるため、当社の業績は、円が他の通貨に対して円高になると悪影響を受ける可能性

があります。 

為替変動のリスクをヘッジしていることが引き起こす別のリスク

全ての為替リスクをヘッジすることは不可能ですが、当社グループは、為替変動リスクの影響を軽減するために、

為替予約契約を締結しております。あらゆるヘッジ契約と同様に、為替予約契約の利用にはリスクが伴います。こ

のようなヘッジ契約の利用は、為替の変動によるリスクをある程度軽減する一方、為替が逆方向へ変動することか

ら生じたかもしれない利益を逸失している可能性があります。当社グループが締結してきた、また、これからも締

結するであろうヘッジ契約は、取引相手を大手の国際金融機関に限定することにより、取引相手の信用リスクにさ

らされるリスクを最小限に抑える努力をしております。しかしながら、そのような取引相手の債務不履行があれば、

当社に悪影響を及ぼす可能性があります。

環境及びその他の規制

当社の属する自動車部品工業は、製造工場からの汚染物質排出レベル当に関して、広範に規制されております。

これらの規制は改正される可能性があり、多くの場合、規制は強化されます。これらの規制を遵守するための費用

は、当社の事業活動に対して影響を及ぼす可能性があります。

特定の原材料等の外部業者への依存

当社グループは、多数の外部の取引先から原材料などを購入しておりますが、製品の製造において使用するいく

つかの部品・原材料については、一部の取引先に依存しております。効率的に、かつ安いコストで供給を受け続け

られるかどうかは、当社グループがコントロールできないものも含めて、多くの要因に影響を受けます。それらの

要因の中には、取引先が継続的に原材料及び部品を確保できるかどうか、また、供給を受けるにあたって、当社が

その他の需要者に対してどれだけ競争力があるか等が含まれます。とりわけ、主要な取引先を失うことは、当社の

生産に影響を与え、コストを増加させる可能性があります。

合弁事業

当社グループは、いくつかの国において、各国の法律上及びその他の要件により合弁で事業を行っております。

これらの合弁事業は、合弁先の経営方針、経営環境の変化により影響を受けることがあり、そのことが、当社グルー

プの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。
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災害・戦争・テロ・ストライキ等の影響

当社グループは、世界各国において事業を展開しており、それらの事業は、自然災害、疾病、戦争、テロ、スト

ライキ等に影響されやすく、これらの事象が発生した地域においては、原材料や部品の購入、生産、製品の販売及

び物流やサービスの提供などに遅延や停止が生じる可能性があります。これらの遅延や停止が起こり、それが長引

くようであれば、当社の事業、財政状態や経営成績に悪影響を与える可能性があります。
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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９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 7,419,289 8,203,778 6,460,795

２．受取手形及び売掛
金

13,654,553 14,321,219 13,867,663

３．有価証券 － 376,234 324,489

４．たな卸資産 14,169,076 16,961,316 16,347,356

５．前払費用 673,070 1,159,126 544,330

６．繰延税金資産 794,991 1,457,671 1,186,580

７．その他 2,612,377 2,452,636 2,851,264

貸倒引当金 △13,682 △41,388 △43,022

流動資産合計 39,309,675 38.5 44,890,594 37.6 41,539,458 36.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※1

(1）建物及び構築物 ※2 8,669,724 10,868,012 10,681,312

(2）機械装置及び運
搬具

※2 33,623,975 42,860,597 40,492,554

(3）工具器具備品 1,352,025 1,811,653 1,627,748

(4）土地 ※2 3,562,843 3,921,363 3,908,795

(5）建設仮勘定 7,290,464 54,499,033 53.3 4,838,185 64,299,810 53.8 5,322,439 62,032,850 54.9

２．無形固定資産

(1）電話加入権 10,578 11,040 10,666

(2）施設利用権 14,400 18,572 17,456

(3）のれん － 5,863 －

(4）その他 77,992 102,972 0.1 100,701 136,178 0.1 74,501 102,625 0.1

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券  5,112,831 6,738,657 6,357,621

(2）長期貸付金 13,963 6,805 14,691

(3）繰延税金資産 1,989,769 2,129,722 1,924,819

(4）その他 1,268,600 1,403,061 1,098,641

貸倒引当金 △67,769 8,317,394 8.1 △67,776 10,210,470 8.5 △67,344 9,328,430 8.3

固定資産合計 62,919,400 61.5 74,646,460 62.4 71,463,905 63.2

資産合計 102,229,076 100.0 119,537,055 100.0 113,003,364 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛
金

15,374,560 13,803,941 15,683,862

２．短期借入金 ※2 16,355,646 20,990,204 23,685,126

３．未払金 11,630,712 11,468,271 12,172,246

４．未払法人税等 1,477,984 1,558,393 1,562,003

５．設備購入支払手形 1,517,375 472,043 705,828

６．賞与引当金 1,178,012 1,304,270 1,164,731

７．役員賞与引当金 － 7,227 26,286

８．その他 269,222 506,291 265,869

流動負債合計 47,803,514 46.8 50,110,644 41.9 55,265,954 48.9

Ⅱ　固定負債

１．社債  2,800,000 12,800,000 2,800,000

２．長期借入金 ※2 6,308,966 4,312,652 6,046,388

３．繰延税金負債 118,102 514,311 267,766

４．退職給付引当金 1,398,901 1,356,785 1,347,243

５．役員退職慰労引当
金

123,300 121,958 153,022

６．連結調整勘定 24,886 － 19,909

７．その他 817,213 353,387 358,808

固定負債合計 11,591,371 11.3 19,459,096 16.3 10,993,137 9.7

負債合計 59,394,885 58.1 69,569,741 58.2 66,259,092 58.6

（少数株主持分）

少数株主持分 6,788,657 6.6 － － 7,688,913 6.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,973,600 2.9 － － 2,973,600 2.6

Ⅱ　資本剰余金 2,714,536 2.7 － － 2,714,536 2.4

Ⅲ　利益剰余金 30,498,303 29.8 － － 31,751,803 28.1

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

2,124,227 2.1 － － 2,512,173 2.2

Ⅴ　為替換算調整勘定 △2,260,847 △2.2 － － △892,371 △0.8

Ⅵ　自己株式 △4,287 △0.0 － － △4,383 △0.0

資本合計 36,045,532 35.3 － － 39,055,359 34.6

負債、少数株主持分
及び資本合計

102,229,076 100.0 － － 113,003,364 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

１．資本金  － － 2,973,600 2.5 － －

２．資本剰余金  － － 2,714,536 2.3 － －

３．利益剰余金 － － 33,420,101 28.0 － －

４．自己株式 － － △4,383 △0.0 － －

株主資本合計 － － 39,103,855 32.7 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金

 － － 2,728,605 2.3 － －

２．為替換算調整勘定  － － △151,753 △0.1 － －

評価・換算差額等合
計

－ － 2,576,852 2.2 － －

Ⅲ　少数株主持分   8,286,606 6.9   

純資産合計 － － 49,967,313 41.8 － －

負債・純資産合計 － － 119,537,055 100.0 － －
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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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 60,311,463 100.0 68,354,696 100.0 125,512,857 100.0

Ⅱ　売上原価 50,023,801 82.9 57,746,318 84.5 105,840,194 84.3

売上総利益 10,287,662 17.1 10,608,377 15.5 19,672,663 15.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※1 4,785,332 7.9 5,277,995 7.7 10,095,185 8.0

営業利益 5,502,330 9.1 5,330,382 7.8 9,577,477 7.6

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 27,803 104,607 105,325

２．受取配当金 45,805 74,197 71,564

３．賃貸料収入 16,441 16,491 39,456

４．連結調整勘定償却
額

4,977 － 9,954

５．負ののれん償却額 － 2,666 －

６．為替差益 437,330 510,158 908,245

７．その他 248,198 780,554 1.3 176,424 884,545 1.3 380,521 1,515,067 1.2

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 528,284 1,105,837 1,259,737

２．社債利息 4,081 6,771 8,282

３．固定資産除却損 24,628 27,903 47,247

４．その他 79,635 636,628 1.1 154,666 1,295,178 1.9 195,534 1,510,798 1.2

経常利益 5,646,256 9.4 4,919,749 7.2 9,581,746 7.6

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※2 1,144 5,930 53,512

２．貸倒引当金戻入益 － － 887

３．その他 4,012 5,157 0.0 16,373 22,303 0.0 21,134 75,534 0.1

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※3 12,077 5,034 15,431

２．固定資産除却損 2,611 7,508 －

３．減損損失 ※4 78,532 13,207 78,532

４．海外仮払税金償却  － 154,390 209,145

５．役員退職金  － 98,180 －

６．その他 107,353 200,575 0.3 5,617 283,938 0.4 41,654 344,764 0.3

税金等調整前中間
（当期）純利益

5,450,838 9.0 4,658,115 6.8 9,312,516 7.4

法人税、住民税及
び事業税

2,270,240 2,122,503 4,724,283

法人税等調整額 △510,640 1,759,599 2.9 △268,704 1,853,798 2.7 △1,129,898 3,594,384 2.8

少数株主利益 609,197 1.0 699,279 1.0 945,850 0.8

中間（当期）純利
益

3,082,041 5.1 2,105,037 3.1 4,772,281 3.8

－ 12 －



(3) 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,714,536 2,714,536

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）残高 2,714,536 2,714,536

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 27,790,610 27,790,610

Ⅱ　利益剰余金増加高

　　中間（当期）純利益 3,082,041 3,082,041 4,772,281 4,772,281

Ⅲ　利益剰余金減少高

　　配当金 374,348 374,348 811,088 811,088

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高 30,498,303 31,751,803

－ 13 －



(4) 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

平成18年３月31日　残高      　 （千円） 2,973,600 2,714,536 31,751,803 △4,383 37,435,557

中間連結会計期間中の変動額　      

　剰余金の配当 － － △436,739 － △436,739

　中間純利益　　　 － － 2,105,037 － 2,105,037

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）　　

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 （千円）　
　

－ － 1,668,297 － 1,668,297

平成18年９月30日　残高         （千円）　 2,973,600 2,714,536 33,420,101 △4,383 39,103,855

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算差額等

合計

平成18年３月31日　残高　　　   （千円） 2,512,173 △892,371 1,619,802 7,688,913 46,744,272

中間連結会計期間中の変動額　      

　剰余金の配当 － － － － △436,739

　中間純利益　　　 － － － － 2,105,037

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）　　

216,432 740,617 957,050 597,693 1,554,743

中間連結会計期間中の変動額合計 （千円） 216,432 740,617 957,050 597,693 3,223,041

平成18年９月30日　残高　　　   （千円） 2,728,605 △151,753 2,576,852 8,286,606 49,967,313

－ 14 －



(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17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による

キャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純

利益
5,450,838 4,658,115 9,312,516

減価償却費 5,201,517 6,882,005 12,511,041

連結調整勘定償却額 △4,977 － △9,954

負ののれん償却額 － △2,666 －

退職給付引当金の増減額（減

少：△）
70,325 8,290 17,231

役員退職慰労引当金の増減額

（減少：△）
△10,602 △23,096 19,119

賞与引当金の増減額（減少：

△）
23,192 137,321 10,884

役員賞与引当金の増減額（減

少：△）
△30,080 △19,058 △3,794

貸倒引当金の増減額（減少：

△）
90,726 △1,399 25,553

受取利息及び受取配当金 △73,608 △178,805 △176,889

支払利息 528,284 1,105,837 1,259,737

社債利息 4,081 6,771 8,282

有形固定資産売却益 △1,144 △5,930 △53,512

有形固定資産除売却損 39,317 40,445 81,435

投資有価証券売却益 － － △12

為替差損益（差益：△） － △214,634 △383,938

売上債権の増減額（増加：

△）
△1,665,359 119,191 △1,280,194

たな卸資産の増減額（増加：

△）
△2,129,043 △356,821 △3,654,146

仕入債務の増減額（減少：

△）
1,098,052 307,948 △356,821

減損損失 78,532 13,207 78,532

その他の流動資産の増減額

（増加：△）
△746,662 172,788 △1,291,720

その他の流動負債の増減額

（減少：△）
176,825 127,226 1,065,652

小計 8,100,215 12,776,738 17,179,002

利息及び配当金の受取額 80,749 169,424 191,212

利息の支払額 △571,599 △1,148,830 △1,198,343

法人税等の支払額 △2,636,572 △2,836,865 △4,779,567

営業活動によるキャッシュ・

フロー
4,972,793 8,960,466 11,392,304

－ 15 －



前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による

キャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支

出
△5,580,823 △11,643,152 △18,272,884

有形固定資産の売却による収

入
35,352 66,806 357,307

無形固定資産の取得による支

出
△7,485 △33,684 △15,976

投資有価証券の売却による収

入 
－ － 14

投資有価証券の取得による支

出
△13,883 △19,048 △28,510

子会社株式の取得による支出 △233,296 － △815,496

貸付金の回収による収入 － 8,450 －

貸付による支出 △3,919 － △3,919

その他の投資による収入 29,958 39,053 7,324

その他の投資による支出 △122,965 △289,852 △11,875

投資活動によるキャッシュ・

フロー
△5,897,061 △11,871,427 △18,784,015

Ⅲ　財務活動による

キャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（減

少：△）
2,800,536 △3,494,598 8,203,508

長期借入れによる収入 8,156 － 798,031

長期借入金の返済による支出 △457,640 △902,680 △714,439

社債の発行による収入 － 10,000,000 －

自己株式の取得による支出 － － △95

配当金の支払額 △374,348 △436,739 △811,088

少数株主への配当金の支払額 △222,471 △618,406 △222,471

財務活動によるキャッシュ・

フロー
1,754,232 4,547,574 7,253,444

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換

算差額
△21,887 158,113 312,337

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額

（減少：△）
808,076 1,794,728 174,071

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残

高
6,611,213 6,785,284 6,611,213

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び現

金同等物の期首残高
－ － －

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
※ 7,419,289 8,580,012 6,785,284

－ 16 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事

項

連結子会社　11社

九州武蔵精密㈱

ムサシオートパーツミシ

ガン・インコーポレー

テッド

ムサシオートパーツカン

パニー・リミテッド

ムサシオートパーツユー

ケー・リミテッド

ピーティー・ムサシオー

トパーツインドネシア

ムサシオートパーツカナ

ダ・インコーポレーテッ

ド

ムサシドブラジル・リミ

ターダ

ムサシサウスカロライ

ナ・インコーポレーテッ

ド

ムサシハンガリーマニュ

ファクチャリング・リミ

テッド

ムサシダアマゾニア・リ

ミターダ

ムサシオートパーツイン

ディア・プライベートリ

ミテッド

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主要な非連結子会社

ムサシヨーロッパ・ゲー

エンベーハー

ムサシノースアメリカ・

インコーポレーテッド

武蔵汽車配件（中山）有

限公司

ムサシアジアカンパ

ニー・リミテッド

ムサシ梱包運輸㈱

　非連結子会社は、合計

の総資産額、売上高、中

間純損益及び利益剰余金

等が、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、連

結の範囲から除外してお

ります。

同左 主要な非連結子会社

ムサシヨーロッパ・ゲー

エンベーハー

ムサシノースアメリカ・

インコーポレーテッド

武蔵汽車配件（中山）有

限公司

ムサシアジアカンパ

ニー・リミテッド

ムサシ梱包運輸㈱

　非連結子会社は、合計

の総資産額、売上高、当

期純損益及び利益剰余金

等が、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

範囲から除外しておりま

す。

－ 17 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

２．持分法の適用に関する

事項

　持分法を適用していない

非連結子会社ムサシヨー

ロッパ・ゲーエンベー

ハー、ムサシノースアメリ

カ・インコーポレーテッド、

武蔵汽車配件（中山）有限

公司、ムサシアジアカンパ

ニー・リミテッド及びムサ

シ梱包運輸㈱は、中間純損

益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響は軽微であり、かつ

全体としても重要な影響を

及ぼしていないため、持分

法の適用範囲から除外して

おります。

同左 　持分法を適用していない

非連結子会社ムサシヨー

ロッパ・ゲーエンベー

ハー、ムサシノースアメリ

カ・インコーポレーテッド、

武蔵汽車配件（中山）有限

公司、ムサシアジアカンパ

ニー・リミテッド及びムサ

シ梱包運輸㈱は、当期純損

益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響は軽微であり、かつ

全体としても重要な影響を

及ぼしていないため、持分

法の適用範囲から除外して

おります。

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）に関する

事項

　連結子会社のうち、ムサ

シオートパーツカンパ

ニー・リミテッド、ムサシ

オートパーツユーケー・リ

ミテッド、ピーティー・ム

サシオートパーツインドネ

シア、ムサシオートパーツ

カナダ・インコーポレー

テッド、ムサシドブラジ

ル・リミターダ、ムサシサ

ウスカロライナ・インコー

ポレーテッド、ムサシハン

ガリーマニュファクチャリ

ング・リミテッド及びムサ

シダアマゾニア・リミター

ダの中間決算日は平成17年

６月30日、ムサシオート

パーツミシガン・インコー

ポレーテッドは平成17年７

月31日であります。

　中間連結財務諸表の作成
にあたっては、同中間決算
日現在の財務諸表を使用し
ております。ただし、子会
社の中間決算日から中間連
結決算日までの期間に発生
した重要な取引については、
連結上必要な調整を行って
おります。

　連結子会社のうち、ムサ

シオートパーツカンパ

ニー・リミテッド、ムサシ

オートパーツユーケー・リ

ミテッド、ピーティー・ム

サシオートパーツインドネ

シア、ムサシオートパーツ

カナダ・インコーポレー

テッド、ムサシドブラジ

ル・リミターダ、ムサシサ

ウスカロライナ・インコー

ポレーテッド、ムサシハン

ガリーマニュファクチャリ

ング・リミテッド及びムサ

シダアマゾニア・リミター

ダの中間決算日は平成18年

６月30日、ムサシオート

パーツミシガン・インコー

ポレーテッドは平成18年７

月31日であります。

同左

　連結子会社のうち、ムサ

シオートパーツカンパ

ニー・リミテッド、ムサシ

オートパーツユーケー・リ

ミテッド、ピーティー・ム

サシオートパーツインドネ

シア、ムサシオートパーツ

カナダ・インコーポレー

テッド、ムサシドブラジ

ル・リミターダ、ムサシサ

ウスカロライナ・インコー

ポレーテッド、ムサシハン

ガリーマニュファクチャリ

ング・リミテッド及びムサ

シダアマゾニア・リミター

ダの決算日は平成17年12月

31日、ムサシオートパーツ

ミシガン・インコーポレー

テッドは平成18年１月31日

であります。

　連結財務諸表の作成にあ

たっては、同決算日現在の

財務諸表を使用しておりま

す。ただし、子会社の決算

日から連結決算日までの期

間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調

整を行っております。

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

①　有価証券

子会社株式

　移動平均法による

原価法

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

子会社株式

同左

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

子会社株式

同左

－ 18 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．会計処理基準に関する

事項

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）

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　中間決算期の市場

　　　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）

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、売却原価は主と

して移動平均法によ

り算定）

 時価のないもの

　移動平均法による

原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

　時価法

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

　当社及び連結子会社

は、主として総平均法

による原価法を採用し

ておりますが、一部在

外連結子会社について

は、先入先出法又は総

平均法による低価法を

採用しております。

③　たな卸資産

同左

③　たな卸資産

同左

 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子

会社は、定率法を採用

しておりますが、償却

限度額については実質

残存価額まで減価償却

を継続実施しておりま

す。また、在外連結子

会社については、主に

定率法を採用しており

ます。

　なお、主な耐用年数

は次のとおりでありま

す。

建物及び構築物

31～47年

機械装置及び運搬具

5～12年

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　定額法を採用してお

ります。

　ただし、自社利用の

ソフトウェアは、社内

における利用可能期間

（５年）に基づく定額

法を採用しております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．会計処理基準に関する

事項

(3）重要な引当金の計上基

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

実績率による計算額を、

貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に

回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上

しております。

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給

に備えるため、支給見

込額に基づいて計上し

ております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

 ―――― ③役員賞与引当金 

　役員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基

づき計上しております。

③役員賞与引当金 

同左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

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

ております。

　過去勤務債務は、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（15年）に

よる定額法により費用

処理しております。

　数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生

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（15年）に

よる定額法により按分

した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から

費用処理しております。

④　退職給付引当金

同左

④　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

の見込額に基づき計上

しております。

　過去勤務債務は、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（15年）に

よる定額法により費用

処理しております。

　数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生

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（15年）に

よる定額法により按分

した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から

費用処理しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．会計処理基準に関する

事項

④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の

支出に備えて、内規に

基づく中間連結会計期

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

⑤　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の

支出に充てるため、内

規に基づく額を計上し

ております。

 (4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、

中間連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益とし

て処理しております。

　なお、在外子会社等の

資産及び負債は、中間連

結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分

及び資本の部における為

替換算調整勘定に含めて

計上しております。

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、

中間連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益とし

て処理しております。

　なお、在外子会社等の

資産及び負債は、中間連

結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含め

て計上しております。

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、

連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処

理しております。

　なお、在外子会社等の

資産及び負債は、連結決

算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算

差額は少数株主持分及び

資本の部における為替換

算調整勘定に含めて計上

しております。

(5）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

処理によっております。

(5）重要なリース取引の処

理方法

同左

(5）重要なリース取引の処

理方法

同左

(6）ヘッジ会計の方法

   金利スワップについて特

例処理の要件を充たしてい

るため、特例処理を採用し

ております。

(6）ヘッジ会計の方法

   金利スワップについて特

例処理の要件を充たしてい

るため、特例処理を採用し

ております。

(6）ヘッジ会計の方法

同左

(7）その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

(7）その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

(7）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方

法

　消費税及び地方消費税

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方

法

同左

消費税等の会計処理方

法

同左

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計

算書）における資金の

範囲

　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ヵ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなって

おります。

同左 同左
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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の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当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

税金等調整前中間純利益は78,532千円

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おり

ます。

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

当連結会計年度より、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。これにより税金等

調整前当期純利益は78,532千円減少し

ております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき各

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41,680,707百万円でありま

す。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

 ―――――
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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９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

    80,971,807千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

        99,258,044千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

                    91,412,696千円

※２　担保資産及び担保付債務

(イ）担保資産

 ――――

 

※２　担保資産及び担保付債務

(イ）担保資産

千円

建物 1,101,680

機械装置 166,533

土地 115,573

計 1,383,786

千円

建物 1,083,526

機械装置 134,640

土地 115,573

計 1,333,739

上記のうち工場財団抵当に供

している資産

 上記のうち工場財団抵当に供

している資産

千円

建物 1,101,680

機械装置 166,533

土地 110,383

計 1,378,596

千円

建物 1,083,526

機械装置 134,640

土地 110,383

計 1,328,548

(ロ）担保付債務  (ロ）担保付債務

千円

長期借入金 386,000

（１年以内返済予定額を含

む）

計 386,000

千円

長期借入金 223,200

（１年以内返済予定額を含

む）

計 223,200

上記のうち工場財団抵当に対

応する債務

 上記のうち工場財団抵当に対

応する債務

千円

長期借入金 386,000

（１年以内返済予定額を含

む）

計 386,000

千円

長期借入金 223,200

（１年以内返済予定額を含

む）

計 223,200
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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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　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
あります。

※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
あります。

※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
あります。

千円
従業員給与賞与 986,362
運賃 1,307,130
減価償却費 221,105
退職給付引当金
繰入額

2,959

役員退職慰労引
当金繰入額

25,925

千円
従業員給与賞与 1,052,568
運賃 1,387,174
減価償却費 235,120
退職給付引当金
繰入額

2,888

役員退職慰労引
当金繰入額

24,973

賞与引当金繰入
額

14,914

千円
従業員給与賞与 2,035,765
運賃 3,015,146
減価償却費 472,963
退職給付引当金
繰入額

23,682

役員退職慰労引
当金繰入額

55,646

賞与引当金繰入
額

9,785

役員賞与引当金
繰入額 

26,286

※２　固定資産売却益の主要なもの ※２　固定資産売却益の主要なもの ※２　固定資産売却益の主要なもの
千円

機械装置売却益 1,144
千円

機械装置売却益 5,930
千円

機械装置売却益 53,512

※３　固定資産売却損の主要なもの ※３　固定資産売却損の主要なもの ※３　固定資産売却損の主要なもの
千円

機械装置売却損 12,077
千円

機械装置売却損 5,034
千円

機械装置売却損 15,431

※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について減
損損失を計上しました。

※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について減
損損失を計上しました。

※４　減損損失
  当連結会計期間において、当社グ
ループは以下の資産について減損損
失を計上しました。

用途 種類 場所
減損損失
(千円)

遊休 土地 熊本県宇土市 78,532
計 78,532

用途 種類 場所
減損損失
(千円)

遊休 土地 熊本県宇土市 13,207
計 13,207

用途 種類 場所
減損損失
(千円)

遊休 土地 熊本県宇土市 78,532
計 78,532

  当社グループの保有する遊休資産
のうち、回収可能価額が帳簿価額を
下回るものについて、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(78,532千円)として特別
損失に計上しております。
  なお、回収可能価額は正味売却価
額により測定しており、時価につい
ては不動産鑑定評価額及び固定資産
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。

  当社グループの保有する遊休資産
のうち、回収可能価額が帳簿価額を
下回るものについて、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(13,207千円)として特別
損失に計上しております。
  なお、回収可能価額は正味売却価
額により測定しており、時価につい
ては不動産鑑定評価額及び固定資産
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。

  当社グループの保有する遊休資産
のうち、回収可能価額が帳簿価額を
下回るものについて、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(78,532千円)として特別
損失に計上しております。
  なお、回収可能価額は正味売却価
額により測定しており、時価につい
ては不動産鑑定評価額及び固定資産
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。
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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18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注）１ 31,200,000 － － 31,200,000

合計 31,200,000 － － 31,200,000

 自己株式     

 　　普通株式　（注）２ 4,324 － － 4,324

合計 4,324 － － 4,324

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の　

目的となる　　

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結会　

計期間末残高

（百万円）

前連結会計　

年度末 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

 提出会社  平成18年新株予約権（注）１  　普通株式 － 2,597,402 － 2,597,402 －

 合計 － 2,597,402 － 2,597,402 －

（注）１．平成18年新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成18年６月22日

定時株主総会
普通株式 436,739 14  平成18年３月31日  平成18年６月23日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千万円）
配当の原資 

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成18年10月27日

取締役会
普通株式 499,130 利益剰余金 16  平成18年９月30日  平成18年12月８日

（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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

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

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９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）
現金及び預金勘定 7,419,289千円

有価証券勘定

（常時換金可能な債券）
－

現金及び現金同等物 7,419,289

現金及び預金勘定  8,203,778千円

有価証券勘定

（常時換金可能な債券）
376,234

現金及び現金同等物 8,580,012

現金及び預金勘定  6,460,795千円

有価証券勘定

（常時換金可能な債券）
324,489

現金及び現金同等物 6,785,284
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．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
置及び
運搬具

3,734,473 1,775,634 1,958,839

工具器
具備品

374,952 198,469 176,484

合計 4,109,425 1,974,103 2,135,323

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
置及び
運搬具

3,847,508 2,026,167 1,821,339

工具器
具備品

360,411 194,238 166,172

合計 4,207,919 2,220,406 1,987,511

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
置及び
運搬具

3,928,570 1,791,549 2,137,020

工具器
具備品

337,245 180,094 157,150

合計 4,265,815 1,971,643 2,294,170

（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。

（注）　　　　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

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 149,488千円

１年超 1,985,835

計 2,135,323

１年内   204,589千円

１年超 1,782,922

計 1,987,511

１年内    448,387千円

１年超 1,845,783

計 2,294,170

（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。

（注）　　　　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 367,258千円

減価償却費相

当額
367,258

支払リース料 323,194千円

減価償却費相

当額
323,194

支払リース料   488,307千円

減価償却費相

当額
488,307

(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
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 951,784 4,485,320 3,533,537

合計 951,784 4,485,320 3,533,537

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　非上場株式及び非上場外国債券 627,511

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 985,458 5,524,337 4,538,879

合計 985,458 5,524,337 4,538,879

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　非上場株式及び非上場外国債券 1,590,555
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前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 966,409 5,145,276 4,178,867

合計 966,409 5,145,276 4,178,867

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　非上場株式（店頭売買株式を除く）及び非上場外国債券 1,536,835

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（千円）

時価（千円）
評価損益
（千円）

通貨 為替予約取引 7,295,634 7,406,527 △110,893

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（千円）

時価（千円）
評価損益
（千円）

通貨 為替予約取引 5,407,693 5,478,826 △71,132

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（千円）

時価（千円）
評価損益
（千円）

通貨 為替予約取引 6,920,565 7,083,654 △163,089
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④　セグメント情報

ａ．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17年４月１日　至平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成18年４月１日　

至平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自平成17年４月１日　至平成18年３月31日)

　当社グループは、自動車足廻り用ボールジョイント、自動車エンジン用カムシャフト等の輸送用機器部品の

製造・販売を主事業としている専門メーカーであり、事業の種類を大別すると部品部門とその他に分類されま

すが、部品部門における売上高、営業利益の金額はいずれも全体の90％超であるため、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

アジア
（千円）

南米
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
22,289,936 13,431,208 3,576,593 15,638,176 5,375,548 60,311,463 － 60,311,463

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
21,307,620 432,490 143,854 842,100 853,769 23,579,832 (23,579,832) －

計 43,597,556 13,863,698 3,720,447 16,480,276 6,229,317 83,891,294 (23,579,832) 60,311,463

営業費用 41,382,242 14,193,434 3,536,485 13,113,791 6,381,560 78,607,512 (23,798,379) 54,809,133

営業損益 2,215,314 (329,736) 183,962 3,366,485 (152,243) 5,283,782 218,547 5,502,330

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米…………アメリカ、カナダ

(2）欧州…………イギリス、ハンガリー

(3）アジア………インドネシア、タイ、インド

(4）南米…………ブラジル

３．本セグメント情報の金額は消費税等抜きで表示しております。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

アジア
（千円）

南米
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
23,268,904 16,121,405 5,119,447 14,990,238 8,854,701 68,354,696 － 68,354,696

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
19,259,987 706,523 298,239 697,558 1,588,982 22,551,289 (22,551,289) －

計 42,528,891 16,827,928 5,417,686 15,687,796 10,443,683 90,905,984 (22,551,289) 68,354,696

営業費用 40,393,475 16,833,052 4,815,031 14,539,438 9,032,141 85,613,137 (22,588,823) 63,024,314

営業損益 2,135,416 (5,124) 602,655 1,148,358 1,411,542 5,292,847 37,534 5,330,382

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米…………アメリカ、カナダ

(2）欧州…………イギリス、ハンガリー

(3）アジア………インドネシア、タイ、インド

(4）南米…………ブラジル

３．本セグメント情報の金額は消費税等抜きで表示しております。
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前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

アジア
（千円）

南米
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
46,418,725 28,310,406 6,966,808 31,693,798 12,123,120 125,512,857 － 125,512,857

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
42,614,385 1,024,791 420,336 1,959,218 2,111,545 48,130,275 (48,130,275) －

計 89,033,110 29,335,197 7,387,144 33,653,016 14,234,665 173,643,132 (48,130,275) 125,512,857

営業費用 84,546,616 30,610,037 7,213,446 28,742,266 13,838,031 164,950,396 (49,015,016) 115,935,380

営業損益 4,486,494 (1,274,840) 173,698 4,910,750 396,634 8,692,736 884,741 9,577,477

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米…………アメリカ、カナダ

(2）欧州…………イギリス、ハンガリー

(3）アジア………インドネシア、タイ、インド

(4）南米…………ブラジル

３．本セグメント情報の金額は消費税等抜きで表示しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

北米 欧州 アジア 南米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 13,431,208 3,576,593 15,638,176 5,375,548 38,021,524

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 60,311,463

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
22.3 5.9 25.9 8.9 63.0

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………………アメリカ、カナダ

(2）欧州………………イギリス、ハンガリー、ドイツ、フランス、ポーランド

(3）アジア……………インドネシア、タイ、インド

(4）南米………………ブラジル

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ります。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

北米 欧州 アジア 南米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 16,121,405 5,119,447 14,990,238 8,854,701 45,085,792

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 68,354,696

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
23.6 7.5 21.9 13.0 66.0

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………………アメリカ、カナダ

(2）欧州………………イギリス、ハンガリー、ドイツ、フランス、ポーランド

(3）アジア……………インドネシア、タイ、インド

(4）南米………………ブラジル

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ります。
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前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

北米 欧州 アジア 南米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 28,310,406 6,966,808 31,693,799 12,123,120 79,094,133

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 125,512,857

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
22.6 5.6 25.3 9.7 63.0

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………………アメリカ、カナダ

(2）欧州………………イギリス、ハンガリー、ドイツ、フランス、ポーランド

(3）アジア……………インドネシア、タイ、インド

(4）南米………………ブラジル

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ります。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,155.46円

１株当たり中間純利益 98.80円

１株当たり純資産額 1,336.11円

１株当たり中間純利益  67.48円

１株当たり純資産額 1,251.95円

１株当たり当期純利益    152.98円

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当

たり純資産額

  1,233.41円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益

     62.34円

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、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。

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 3,082,041 2,105,037 4,772,281

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円）
3,082,041 2,105,037 4,772,281

期中平均株式数（株） 31,195,711 31,195,676 31,195,696

    

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（千株） － 2,597,402 －

（うち新株予約権付社債） － 2,597,402 －

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 

－ － －

－ 31 －



（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

──── ────   2010年満期円貨建転換社債型新株予

約権付社債の発行

  当社は、平成18年３月14日開催の

取締役会決議に基づいて、2010年満

期円貨建転換社債型新株予約権付社

債を発行いたしました。その概要は

次のとおりであります。

  (1) 発行した社債の種類：円貨建転

換社債型新株予約権付社債

  
(2) 発行した社債の数：10,000枚（各

額面金額1,000,000円）

  (3) 発行価額：額面金額の100％

  (4) 発行総額：10,000,000,000円

  (5) 発行日：平成18年４月３日

  (6) 利率：利率は付さない。

  (7) 償還方法：額面金額の100％で償

還する。

  (8) 償還期限：平成22年３月31日

  (9) 新株予約権の内容

  1)行使価額(転換価額)：１株当たり

3,850円(当初)

  2)行使期間：平成18年４月17日から

平成22年３月17日

  3)資本組入れ額：発行価額に0.5を

乗じた金額

  4)代用払込：新株予約権を行使し

たときは、かかる行使をした者

から本社債の額面の償還に代え

て、当該新株予約権の行使に際

して払込をなすべき額の全額の

払込みがなされたものとする旨

の請求があったとみなす。 

  (10) 担保の内容：担保または保証を

付さない。

  (11) 資金の使途：当社の子会社への

投資及び貸付に充当の予定。

   (12) 転換制限条項：新株予約権の行

使請求期間の全期間において所

定の日数の間、転換価額の120％

を上回っていた場合を除き行使

することはできない。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績 （単位：千円）

事業の種類別
セグメントの名称

品目
前中間連結会計期間
(自平成17年４月１日
至平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自平成18年４月１日
至平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自平成17年４月１日
至平成18年３月31日)

自動車等部品製造

ボールジョイント 8,834,548 9,755,133 18,018,011

カムシャフト 11,939,331 13,224,302 25,444,660

ギヤー等 40,819,603 46,349,164 85,620,857

合計 61,593,482 69,328,600 129,083,527

　（注）　金額は販売価格によっており、消費税等は含んでおりません。

(2）受注状況 （単位：千円）

事業の種類別
セグメントの名称

品目

前中間連結会計期間
（自平成17年４月１日
至平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自平成18年４月１日
至平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

自動車等部品製造

ボールジョイ

ント
8,815,722 350,791 9,750,424 384,913 17,668,806 361,168

カムシャフト 11,922,970 465,125 13,276,010 589,995 25,206,178 512,067

ギヤー等 40,016,718 2,496,442 46,006,674 3,378,765 83,444,725 2,802,027

合計 60,755,410 3,312,358 69,033,109 4,353,675 126,319,709 3,675,262

　（注）　金額は販売価格によっており、消費税等は含んでおりません。

(3）販売実績 （単位：千円）

事業の種類別
セグメントの名称

品目
前中間連結会計期間
(自平成17年４月１日
至平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自平成18年４月１日
至平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自平成17年４月１日
至平成18年３月31日)

自動車等部品製造

ボールジョイント 8,818,112 9,726,679 17,660,819

カムシャフト 11,848,710 13,198,081 25,084,976

ギヤー等 39,644,640 45,429,935 82,767,062

合計 60,311,463 68,354,696 125,512,857

　（注）１．金額は販売価格によっており、消費税等は含んでおりません。

２．当中間連結会計期間、前中間連結会計期間及び前連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績

の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

 （単位：千円）

相手先

前中間連結会計期間
（自平成17年４月１日
至平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自平成18年４月１日
至平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

金額 割合 金額 割合 金額 割合

本田技研工業㈱ 18,458,446 30.6％ 19,036,916 27.9％ 38,415,212 30.6％
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