
１．18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） 

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

２．19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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  69 円 71銭 

※ 上記の業績予想につきましては、現時点において入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後

の様々な要因により上記の業績予想値と異なる結果となる可能性があります。 

 

平成19年３月期 中間決算短信（連結） 
平成18年10月31日

会社名 日本プラスト株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 7291 本社所在都道府県 静岡県 

（URL http://www.n-plast.co.jp/） 

代表者 役職名 代表取締役社長 

  氏名 広瀬 信 

問い合わせ先 責任者役職名 経理部長 

  氏名 長谷川 勝 ＴＥＬ  （0545）52－8030 

中間決算取締役会開催日 平成18年10月31日 

親会社等の名称  本田技研工業株式会社（コード番号：7267）親会社等における当社の議決権所有比率 23.4％

米国会計基準採用の有無 無 

(1）連結経営成績 （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 45,861 (3.2) 1,383 (7.8) 1,440 (9.3)

17年９月中間期 44,424 (9.0) 1,282 (55.7) 1,318 (56.8)

18年３月期 93,639  2,620  2,687  

 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 1,033 (△32.5) 56 11 ― ― 

17年９月中間期 1,531 (260.3) 89 92 ― ― 

18年３月期 2,771  149 06 ― ― 

（注）１．持分法投資損益 18年９月中間期 △5百万円 17年９月中間期 △16百万円 18年３月期 △32百万円

２．期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 18,416,249株 17年９月中間期 17,034,985株 18年３月期 18,088,739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 

(2）連結財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 55,667 20,641 36.1 1,167 72 

17年９月中間期 54,070 20,062 37.1 1,038 40 

18年３月期 56,830 22,068 38.8 1,138 60 

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 17,214,119株 17年９月中間期 19,320,345株 18年３月期 19,316,647株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 1,874 △657 △1,499 3,952 

17年９月中間期 3,775 △1,669 △1,517 4,748 

18年３月期 7,057 △4,733 △2,305 4,338 

連結子会社数 9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 3社

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通期 96,200 2,000 1,200 

- 1 -



１．企業集団の状況 
 当社グループは、当社、海外子会社６社及び国内子会社３社、関連会社３社で構成され、自動車部品事業を主な事業

とし、安全部品、樹脂部品部門に区分しております。また、自動車以外の拡販・サービス業務等をその他事業として展

開しております。 

１．当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。 

(1）自動車部品事業 

安全部品  …………………  当社及び連結子会社ニートン・オート・プロダクツで主に製造しております。

また作業工程の一部を連結子会社ニホンプラストメヒカーナ、ニホンプラスト

インドネシア、ニートン・ローム、中山富拉司特工業及びニホンプラストタイ

ランドに委託し国内、海外自動車メーカーに販売しております。 

樹脂部品  …………………  当社及び連結子会社ニートン・オート・プロダクツ、ニホンプラストメヒカー

ナ、中山富拉司特工業が製造するほか日本化研㈱にその作業工程の一部を、ま

た㈱プロステックに金型製作及び試作品等を委託し国内、海外自動車メーカー

並びに取引先に販売しております。 

(2）その他事業  ………………  当社が製造、販売するほか連結子会社エヌピーサービス㈱に当社の事務処理に

関するサービス業務を主として委託しております。 

２．事業系統図は次のとおりであります。 

 

 

樹脂原料加工会社 

※２ エヌピー化成㈱ 

樹
脂
原
料

得意先（国内） 

※３ 本田技研工業㈱ その他得意先 

当社 

自動車部品事業 

安全部品 樹脂部品 

その他事業 

部品・金型・試作品製造会社 

※１ ㈱プロステック 

※１ 日本化研㈱ 

※２ 東泉プラスト㈱ 

サービス会社 

※１ エヌピーサービス㈱ 

※２ 日本プラスト運輸㈱ 

海外部品製造会社 

※１ ニートン・オート・プロダクツ 

※１ ニホンプラストメヒカーナ 

※１ ニホンプラストインドネシア 

※１ ニートン・ローム 

※１ 中山富拉司特工業有限公司 

※１ ニホンプラストタイランド 

製
品 

製品

部品・製品・金型

サービス

部品・設備・金型

（注）※１ 連結子会社 

※２ 持分法適用関連会社 

※３ その他の関係会社 
得意先（海外） 

委託加工品 
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２．経営方針 
１．経営の基本方針 

 当社は、「常に誇り得る商品をつくり 顧客に奉仕し 社会に寄与する」を経営理念として、創業以来自動車部品

業界での事業活動に取り組んでまいりました。今後もこの経営理念を旗印に、日本プラストグループの企業価値を高

めることが、株主、顧客をはじめとする企業の利害関係者の期待に応えることであると考えております。企業環境は

ますます厳しく、またグローバルな展開の中での的確な舵取りが従来にも増して必要となりますが、当社は常に「顧

客に奉仕」「社会に寄与」を念頭に経営に取り組んでまいります。 

２．利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、収益の向上に努めるとともに、業績及び

配当性向等を総合的に勘案して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。 

内部留保資金につきましては、研究開発や海外事業の強化等、将来の事業展開のための資金に有効に活用するとと

もに、財務体質の強化を図ってまいります。 

３、投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、株式投資単位の引下げが個人投資家層の参加を促し、株式流通の活性化に有効な方法の一つであると認識

しております。当社としては、１単元の投資金額や市況の動向を注視し、最適な時期、方法を検討してまいります。

４、目標とする経営指標 

 当社グループは、売上高及び売上高経常利益率を目標とする経営指標を掲げ、さらに一層の利益ある成長をめざし

てまいります。 

５．中長期的な経営戦略・対処すべき課題 

 当社グループは、企業体質の強化を図ることにより、競争と変化の激しいこの時代を乗り切り、将来にわたりお

客さまや社会から必要とされる企業をめざし、以下の課題に取り組んでまいります。 

 ①独自技術による高付加価値商品の開発 

 長期的視点に立った開発体制の整備により技術開発力を強化し、当社独自の技術による高付加価値商品の開発を

進めてまいります。 

 ②コスト競争力の強化 

 グローバル最適生産・最適調達体制を整備拡充し、圧倒的なコスト競争力を身につけてまいります。 

 ③海外事業の強化拡充  

 自動車部品市場におけるグローバルプレイヤーとしての地位を確立するため、引き続き海外事業の強化拡充を図

ってまいります。 

 ④人材の育成 

 当社の伝統、社風を重んじ、事業のグローバル化に対応できる人材の育成に努めてまいります。 

 ⑤ＣＳＲ（企業の社会的責任）の推進 

 当社が誠実で清廉な企業として社会から信任されることをめざし、高い倫理感を持ちながら、ガバナンス、リス

ク管理、コンプライアンス体制のさらなる充実を図り、企業としての社会的責任を果たしてまいります。 

６．親会社等に関する事項 

(1）親会社等の商号等 

(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、当社の議決権の23.4％を所有しておりますが、事業上の制約はなく、独自に事業活動

を行っており、また、親会社等の企業グループへの価格交渉力を有するなど、親会社等からの一定の独立性が確保

されていると考えています。 

７．内部管理体制の整備・運用状況 

内部管理体制の整備・運用状況は「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載しております。 

  

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 

23.4 

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、 

ユーロネクスト（パリ）証券取引所、スイス証券取引所 
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３．経営成績及び財政状態 
１．当中間連結会計期間の概況 

 当中間連結会計期間における世界経済は、米国経済が、住宅市場の冷え込みを背景のひとつに緩やかに減速しまし

たが、欧州経済は、輸出を起点に堅調に推移しました。また、アジア経済は、ＮＩＥｓ諸国に景気減速感がみられた

ものの、中国経済の景気拡大テンポが加速したことにより引き続き高成長を維持しました。 

一方、わが国経済は、個人消費、設備投資の増勢により、持続的な景気回復基調を維持しました。 

 このような状況におきまして、当社グル－プの売上高は、国内は得意先生産台数の減少により伸び悩みましたが、

海外は米国子会社及び中国子会社のエアバッグモジュールの受注増加や円安による為替換算の影響も加わり伸長し、

全体としては、45,861百万円と前年同期比3.2％の増収となりました。一方、利益面では、国内は開発費や新車立上

げ費用等のコスト増により減益となりましたが、海外はタイ子会社の新規立上げに伴う先行投資負担はありましたも

のの、米国子会社及び中国子会社の増収効果や合理化効果により収益が拡大し、経常利益は、1,440百万円と前年同

期比9.3％の増益となりました。しかしながら、当期純利益においては、前年同期の投資有価証券売却益計上影響等

により、1,033百万円と前年同期比32.5％の減益となりました。 

 売上高の状況を事業別に見ますと、自動車部品事業の売上高は45,826百万円、うち安全部品部門のハンドルは

8,452百万円、エアバッグは15,884百万円、また樹脂部品部門は21,489百万円となり、その他事業の売上高は35百万

円となりました。 

２．財政状態 

 財政状態につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは1,874百万円、投資活動によるキャッシュ・フロ

ーは△657百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは△1,499百万円となりました。 

 現金及び現金同等物の中間期末残高は3,952百万円と、前期末に比較し386百万円減少しました。 

 キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 ※ 自己資本比率 ：純資産／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（通期） ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

（中間期）：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２） 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(1）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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

しております。 

(3）営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。 

有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

３．通期の見通し 

 今後の経済見通しにつきましては、世界経済は、米国経済の減速を受けて拡大テンポは緩やかになるものと予想さ

れます。一方、国内経済は、米国経済の減速に伴う輸出の鈍化が懸念されるものの、個人消費・設備投資を中心とし

た内需に支えられ、景気は引き続き堅調に推移するものと予想されます。 

このような情勢のなか、現時点における通期の業績見通しにつきましては、売上高は海外事業の拡充により96,200

百万円と前期比2.7％の増収を見込んでおりますが、利益面では、開発費等のグローバルコスト増やタイ子会社の先

行投資負担が嵩み、経常利益は2,000百万円と前期比25.6％の減益、また、当期純利益は、1,200百万円と前期比

56.7％の減益を見込んでおります。 

 
第68期 

平成17年９月 
前中間期 

第69期 
平成18年９月 
当中間期 

第68期 
平成18年３月 

前期 

自己資本比率（％） 37.1 36.1 38.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 28.5 26.0 43.5 

債務償還年数（年） 1.4 3.0 1.5 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 25.4 12.3 23.6 
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４．事業等のリスク 

 中間決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなも

のがあります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものであります。

(1）競争の激化に関わるリスク 

 当社グループの属する自動車部品業界は、完成車メーカーから品質・コスト・供給・開発全般に亘り厳しい要求

を受けており、他社との競争はますます激しさを増しております。このためこの対応如何によっては、失注あるい

は受注量の減少等、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(2）自動車部品事業依存に関わるリスク 

 当社グループの製品は、自動車ハンドル、エアバッグ等の安全部品と樹脂部品に大半を依存しており、新技術の

トレンドや顧客ニーズの対応を誤ると業績や市場シェアで厳しい立場に置かれる可能性があります。 

(3）海外進出に関わるリスク 

 当社グループは、海外においても事業活動を行っておりますが、進出先における政治・経済情勢の変化、法規制

の変更、テロ・戦争・その他要因による社会的混乱等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

(4）製品の品質に関わるリスク 

 当社グループの製品は万全の品質管理を行っておりますが、万一、欠陥が発生した場合、その欠陥内容によって

は多額のコスト発生や信用の失墜を招き、当社グループの業績と財務内容に多大な影響を及ぼす可能性がありま

す。 

(5）退職給付債務に関わるリスク 

 年金資産の時価の下落及び運用利回り・割引率等の退職給付債務算定に用いる前提に変更があった場合には、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(6）為替・金利変動に関わるリスク 

 当社グループは、海外事業の拡充に伴って常に為替変動によるリスクに、また、投資活動においては、金利変動

リスクにさらされており、これらの急激な変動により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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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 
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     4,876,255     4,083,617     4,473,179   

２ 受取手形及び売掛金 ※４   12,085,189     12,995,935     13,107,263   

３ たな卸資産     6,906,551     7,967,439     7,384,620   

４ その他     2,052,491     2,612,907     2,592,854   

５ 貸倒引当金     △31,573     △34,633     △31,369   

流動資産合計     25,888,913 47.8   27,625,264 49.6   27,526,549 48.4 

Ⅱ 固定資産                     

１ 有形固定資産 ※1,2                   

(1）建物及び構築物     5,479,020     5,978,694     6,160,817   

(2）機械装置及び 
  運搬具 

    6,587,831     7,496,670     6,997,389   

(3）工具器具備品     4,777,564     4,439,664     4,650,412   

(4）土地     4,101,463     4,249,672     4,165,688   

(5）その他     456,441     864,656     216,832   

有形固定資産合計     21,402,321 39.5   23,029,359 41.3   22,191,140 39.0 

２ 無形固定資産     138,695 0.2   149,160 0.2   150,385 0.2 

３ 投資その他の資産                     

(1）投資有価証券     4,411,605     2,376,468     4,913,007   

(2）その他     2,239,497     2,497,169     2,059,759   

(3）貸倒引当金     △10,240     △10,280     △10,240   

投資その他の資産 
合計 

    6,640,862 12.2   4,863,358 8.7   6,962,527 12.2 

固定資産合計     28,181,879 52.1   28,041,877 50.3   29,304,052 51.5 

資産合計     54,070,792 100.0   55,667,142 100.0   56,830,601 100.0 

                      

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１ 支払手形及び買掛金 ※４   13,771,126     13,506,066     13,600,157   

２ 短期借入金 ※２   6,174,829     6,165,187     6,235,186   

３ 未払法人税等     165,426     349,044     396,717   

４ 賞与引当金     914,119     942,722     951,859   

５ 役員賞与引当金     ―     20,000     ―   

６ その他 ※４   4,184,554     5,337,063     4,842,549   

流動負債合計     25,210,055 46.6   26,320,085 47.2   26,026,469 45.7 

Ⅱ 固定負債                     

１ 長期借入金 ※２   5,111,208     5,210,267     4,646,895   

２ 退職給付引当金     2,887,867     2,951,656     2,922,463   

３ 役員退職慰労引当金     290,707     346,424     321,961   

４ その他     33,944     196,813     292,985   

固定負債合計     8,323,727 15.3   8,705,161 15.6   8,184,305 14.4 

負債合計     33,533,782 62.0   35,025,247 62.9   34,210,774 60.1 
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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 
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 
（％） 

                      

（少数株主持分）                     

少数株主持分     474,752 0.8   ― ―   550,962 0.9 

                      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     3,206,062 5.9   ― ―   3,206,062 5.6 

Ⅱ 資本剰余金     3,184,500 5.8   ― ―   3,184,500 5.6 

Ⅲ 利益剰余金     13,665,402 25.2   ― ―   14,832,427 26.0 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

    1,171,972 2.1   ― ―   1,520,581 2.6 

Ⅴ 為替換算調整勘定     △1,136,531 △2.1   ― ―   △641,031 △1.1 

Ⅵ 自己株式     △29,148 △0.0   ― ―   △33,677 △0.0 

資本合計     20,062,258 37.1   ― ―   22,068,864 38.8 

負債、少数株主持分及
び資本合計 

    54,070,792 100.0   ― ―   56,830,601 100.0 

                      

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

 １ 資本金     ― ―   3,206,062 5.7   ― ― 

 ２ 資本剰余金     ― ―   3,184,500 5.7   ― ― 

 ３ 利益剰余金     ― ―   15,718,286 28.2   ― ― 

 ４ 自己株式     ― ―   △2,020,614 △3.6   ― ― 

  株主資本合計     ― ―   20,088,235 36.0   ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

 １ その他有価証券 
  評価差額金 

    ― ―   907,949 1.6   ― ― 

 ２ 為替換算調整勘定     ― ―   △894,849 △1.6   ― ― 

  評価・換算差額等 
合計 

    ― ―   13,099 0.0   ― ― 

Ⅲ 少数株主持分     ― ―   540,560 0.9   ― ― 

純資産合計     ― ―   20,641,895 37.0   ― ― 

負債・純資産合計     ― ―   55,667,142 100.0   ― ― 
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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 
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     44,424,205 100.0   45,861,370 100.0   93,639,151 100.0 

Ⅱ 売上原価     40,431,673 91.0   41,579,649 90.6   85,281,869 91.0 

売上総利益     3,992,532 8.9   4,281,720 9.3   8,357,282 8.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   2,709,656 6.0   2,898,467 6.3   5,736,612 6.1 

営業利益     1,282,875 2.8   1,383,253 3.0   2,620,670 2.7 

Ⅳ 営業外収益                     

１ 受取利息   72,924     58,827     144,439     

２ 受取配当金   29,398     16,075     43,229     

３ 投資不動産賃貸料   31,061     31,098     62,159     

４ 為替差益   102,324     ―     242,455     

５ 輸入関税引当戻入益   ―     75,601     ―     

６ 雑収入   79,915 315,624 0.7 123,555 305,158 0.6 208,607 700,891 0.7 

Ⅴ 営業外費用                     

１ 支払利息   152,486     145,818     306,583     

２ 持分法による 
  投資損失 

  16,915     5,517     32,752     

３ 雑損失   110,826 280,228 0.6 96,536 247,872 0.5 294,285 633,621 0.6 

経常利益     1,318,271 2.9   1,440,538 3.1   2,687,940 2.8 

Ⅵ 特別利益                     

 １ 退職者医療保障費 
返還益 

  ―     131,143     ―     

２ 投資有価証券売却益   1,033,703     ―     1,033,703     

３ 固定資産売却益   21,706     ―     21,706     

４ 貸倒引当金戻入益   3,415     154     1,189     

５ その他特別利益   ― 1,058,824 2.3 ― 131,297 0.2 23,464 1,080,063 1.1 

Ⅶ 特別損失                     

１ 投資有価証券売却損   ―     32,599     ―     

２ 従業員割増退職金   74,490     ―     74,490     

３ 減損損失 ※２ 39,388     ―     39,388     

４ 固定資産売却損 ※３ 38,790     ―     38,790     

５ その他特別損失   ― 152,669 0.3 49 32,649 0.0 1,000 153,669 0.1 

税金等調整前中間
(当期)純利益 

    2,224,427 5.0   1,539,187 3.3   3,614,334 3.8 

法人税、住民税及び
事業税 

  158,862     550,647     465,712     

法人税等調整額   543,428 702,290 1.5 △50,091 500,556 1.0 328,846 794,559 0.8 

少数株主利益又は少
数株主損失(△) 

    △9,598 △0.0   5,237 0.0   48,467 0.0 

中間(当期)純利益     1,531,734 3.4   1,033,394 2.2   2,771,307 2.9 
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

 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 
（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     1,984,500   1,984,500 

Ⅱ 資本剰余金増加高           

新株式発行に伴う 
資本剰余金増加高 

  1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

Ⅲ 資本剰余金中間期末
(期末)残高 

    3,184,500   3,184,500 

            

（利益剰余金の部）           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     12,193,133   12,193,133 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

中間(当期)純利益   1,531,734 1,531,734 2,771,307 2,771,307 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

１ 配当金   57,565   130,113   

２ 役員賞与   1,900 59,465 1,900 132,013 

Ⅳ 利益剰余金 
中間期末(期末)残高 

    13,665,402   14,832,427 
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 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）               （単位：千円） 

 （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。 

 
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 3,206,062 3,184,500 14,832,427 △33,677 21,189,313 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △72,535   △72,535 

役員賞与（注）     △75,000   △75,000 

中間純利益     1,033,394   1,033,394 

自己株式の取得       △1,986,937 △1,986,937 

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 ― ― 885,858 △1,986,937 △1,101,078 

平成18年９月30日 残高 3,206,062 3,184,500 15,718,286 △2,020,614 20,088,235 

 

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 1,520,581 △641,031 879,550 550,962 22,619,826 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）         △72,535 

役員賞与（注）         △75,000 

中間純利益         1,033,394 

自己株式の取得         △1,986,937 

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） 
△612,632 △253,817 △866,450 △10,402 △876,852 

中間連結会計期間中の変動額合計 △612,632 △253,817 △866,450 △10,402 △1,977,931 

平成18年９月30日 残高 907,949 △894,849 13,099 540,560 20,641,895 
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(4）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 
要約キャッシュ・ 
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 

        

１ 税金等調整前中間 
(当期）純利益 

  2,224,427 1,539,187 3,614,334 

２ 減価償却費   2,300,461 2,006,866 4,988,026 

３ 減損損失   39,388 ― 39,388 

４ 貸倒引当金の増減
（△）額 

  △21,019 3,711 △22,321 

５ 賞与引当金の増減
（△）額 

  8,457 △9,136 46,197 

６ 役員賞与引当金の増
減（△）額 

  ― 20,000 ― 

７ 退職給付引当金の増
減（△）額 

  56,899 53,657 91,496 

８ 受取利息及び受取配
当金 

  △102,322 △74,903 △187,668 

９ 支払利息   152,486 145,818 306,583 

10 有形固定資産処分損   50,320 1,522 124,977 

11 投資有価証券売却 
損（△）益 

  △1,033,703 32,599 △1,033,703 

12 売上債権の増（△）
減額 

  848,649 13,169 51,258 

13 たな卸資産の増
（△）減額 

  △796,094 △633,286 △1,099,262 

14 仕入債務の増減
（△）額 

  △135,257 48,905 △612,082 

15 未払消費税等の増減
（△）額 

  △101,268 11,106 △103,771 

16 従業員割増退職金   74,490 ― 74,490 

17 役員賞与の支払額   △3,000 △75,000 △3,000 

18 その他   27,349 △559,146 760,838 

小計   3,590,264 2,525,072 7,035,780 

19 利息及び配当金の 
受取額 

  102,322 74,903 187,668 

20 利息の支払額   △148,179 △151,293 △298,178 

21 従業員割増退職金の
支払額 

  △74,490 ― △74,490 

22 法人税等の（△支払
額）還付額 

  306,022 △573,747 206,371 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  3,775,940 1,874,935 7,057,152 
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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 
要約キャッシュ・ 
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 

        

１ 有形固定資産の取得
による支出 

  △3,264,606 △2,095,165 △6,401,745 

２ 有形固定資産の売却
による収入 

  241,381 102,211 275,529 

３ 投資有価証券の取得
による支出 

  △6,161 △7,518 △12,364 

４ 投資有価証券の売却
による収入 

  1,388,655 1,453,460 1,388,655 

５ 貸付けによる支出   △71,543 △147,542 △110,915 

６ 貸付金の回収による
収入 

  41,829 46,298 132,745 

７ その他   920 △9,255 △5,094 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △1,669,524 △657,511 △4,733,189 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

        

１ 短期借入金の 
純増減額 

  △3,161,678 168,324 △3,023,671 

２ 長期借入れによる  
収入 

  1,119,159 1,925,780 2,010,564 

３ 長期借入金の返済に
よる支出 

  △1,812,140 △1,533,008 △3,552,572 

４ 株式の発行による 
収入 

  2,400,000 ― 2,400,000 

５ 自己株式の取得によ
る支出 

  △3,337 △1,986,162 △7,436 

６ 配当金の支払額   △57,565 △72,535 △130,113 

７ 少数株主への配当金
の支払額 

  △2,200 △2,200 △2,200 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △1,517,762 △1,499,800 △2,305,429 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  92,877 △103,674 252,720 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加（△減少）額 

  681,531 △386,052 271,252 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  4,066,853 4,338,106 4,066,853 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  4,748,384 3,952,054 4,338,106 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成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 

(1）連結子会社の数    ９社 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数    ９社 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数    ９社 

（海外子会社） 

ニートン・オート・プロダク

ツ 

ニホンプラストインドネシア 

ニホンプラストメヒカーナ 

ニートン・ローム 

中山富拉司特工業有限公司 

ニホンプラストタイランド 

（海外子会社） 

    同左 

（海外子会社） 

     同左 

（国内子会社） 

日本化研株式会社 

エヌピーサービス株式会社 

株式会社プロステック 

（国内子会社） 

同左 

（国内子会社） 

     同左 

(2）非連結子会社の数   ０社 (2）非連結子会社の数   ０社 (2）非連結子会社の数   ０社 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用の関連会社数 

３社 

エヌピー化成株式会社 

東泉プラスト株式会社 

日本プラスト運輸株式会社 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用の関連会社数 

３社 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用の関連会社数 

３社 

同左 

(2）持分法を適用しない会社数 

０社 

(2）持分法を適用しない会社数 

０社 

(2）持分法を適用しない会社数 

０社 

(3）持分法適用の関連会社（エヌ

ピー化成株式会社）について

は、中間決算日が中間連結決

算日と異なりますが、当該会

社の中間会計期間にかかる中

間財務諸表を使用しておりま

す。 

(3）     同左 (3）     同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

(1）在外連結子会社の中間決算日

は、６月30日であり中間連結

財務諸表の作成に当たって

は、同日現在の中間決算財務

諸表を採用しておりますが、

中間連結決算日との間に生じ

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。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

(1）    同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

(1）在外連結子会社の決算日は、

12月31日であり連結財務諸表

の作成に当たっては、同日現

在の決算財務諸表を採用して

おりますが、連結決算日との

間に生じ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。 

(2）国内連結子会社の中間決算日

は、中間連結財務諸表提出会

社と同一であります。 

(2）    同左 (2）国内連結子会社の事業年度末

日は、連結財務諸表提出会社

と同一であります。 
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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 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

償却原価法 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

同左 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算末日の市

場価格等に基づく時価

法によっております。

（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

により算定しておりま

す。） 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算末日の市場価

格等に基づく時価法に

よっております。（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

り算定しておりま

す。） 

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。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

ａ 製品、原材料、仕掛品 

主として総平均法による

原価法によっておりま

す。 

在外連結子会社は、先入

先出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 

  

ｂ 貯蔵品 

金型 

個別法による原価法に

よっております。 

  

  

  

  

  

  

その他 

最終仕入原価法による

原価法 

在外連結子会社は、先

入先出法による低価法

によっております。 
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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）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

国内連結会社は定率法によ

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（建物

附属設備は除く）について

は、定額法を採用しており

ます。 

なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に

規定する方法と同一の基準

によっております。 

在外連結子会社は当該国の

会計処理基準の規定に基づ

く定率法によっておりま

す。 

(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 

定額法によっております。 

ただし、自社利用のソフト

ウェアについては社内にお

ける利用可能期間に基づく

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）重要な引当金の計上基準 

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勘案

し、回収不能見込み額を計

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 

従業員の賞与の支払いに充

てるため、支給対象期間に

対応した支給見込み額を計

上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

同左 
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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） 

③   ―――――― 

  

③ 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、

当連結会計年度における支

給見込み額の当中間連結会

計期間負担額を計上してお

ります。  

（会計方針の変更）  

当中間連結会計期間より、

「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、及び税金等調整前

中間純利益は、それぞれ

20,000千円減少しておりま

す。 

なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記

載しております。  

③   ―――――― 

  

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

金資産の見込み額に基づ

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。 

なお、数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発生

時の従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数（10

年）による定額法により、

それぞれ発生の翌連結会計

年度より費用処理しており

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

金資産の見込み額に基づき

計上しております。 

なお、数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発生

時の従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数（10

年）による定額法により、

それぞれ発生の翌連結会計

年度より費用処理しており

ます。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支払いに

充てるため、内規に基づく

当中間連結会計期間末要支

給見積額を引当計上してお

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 

役員退職慰労金の支払いに

充てるため、内規に基づく

当連結会計年度末要支給額

を計上しております。 
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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）重要なリース取引の処理方法 

国内連結会社はリース物件

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、在外連

結子会社は主として通常の

売買取引に準じた会計処理

によっております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、

特例処理の要件を満たして

おりますので、特例処理を

採用しております。 

また、為替予約について

は、振当処理の要件を満た

しておりますので、振当処

理を採用しております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

       同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

       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 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ   借入金の利息 

為替予約   外貨建売掛金 

   同左    同左 

③ ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワッ

プ取引を行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約毎

に行っております。また、

為替変動リスクを回避する

目的で為替予約を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個

別債権毎に行っておりま

す。 

③ ヘッジ方針 

   同左 

③ ヘッジ方針 

   同左 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップについては特

例処理を、為替予約につい

ては振当処理を採用してい

るため、有効性の判定を省

略しております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

   同左 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

   同左 

(6）消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっておりま

す。 

(6）消費税等の会計処理方法 

同左 

(6）消費税等の会計処理方法 

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） 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

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ヶ月

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。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

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」（企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針

第６号）を適用しております。 

 これにより税金等調整前中間純利

益が39,388千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

き当該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」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

これにより税金等調整前当期純利

益が39,388千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当

該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20,101,334千円でありま

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 

54,068,962千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 56,882,778千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

56,483,746千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

下記の資産により工場財団を組成し下

記債務金額の担保に供しております。 

（単位：千円）

※２ 担保資産及び担保付債務 

下記の資産により工場財団を組成し下

記債務金額の担保に供しております。 

（単位：千円）

※２ 担保資産及び担保付債務 

下記の資産により工場財団を組成し下

記債務金額の担保に供しております。 

（単位：千円）

担保 
提供 
資産 

建物及び構築物 2,309,794 

機械装置及び運搬
具 

1,274,690 

土地 3,344,993 

合計 6,929,478 

債務 
金額 

短期借入金 2,023,172 

長期借入金 3,607,200 

合計 5,630,372 

担保 
提供 
資産 

建物及び構築物 2,044,541 

機械装置及び運搬
具 

1,043,495 

土地 3,185,607 

合計 6,273,644 

債務 
金額 

短期借入金 2,082,400 

長期借入金 3,659,300 

合計 5,741,700 

担保 
提供 
資産 

建物及び構築物 2,220,732 

機械装置及び運搬
具 

1,132,512 

土地 3,344,993 

合計 6,698,239 

債務 
金額 

短期借入金 2,087,400 

長期借入金 3,306,400 

合計 5,393,800 

 ３ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの

借入金に対して次のとおり債務保証を

行っております。 

 ３ 保証債務 

    ―――――― 

 ３ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの

借入金に対して次のとおり債務保証を

行っております。 

保証先   保証金額 

韓国プラスト㈱   19,428千円

 保証先   保証金額 

韓国プラスト㈱   12,952千円

  ※４ 中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、当中間連結会計

期間の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。 

当中間連結会計期間満期手形の金額

は、次のとおりであります。 

 受取手形            44,032千円 

 支払手形      1,589,083千円 

 その他(設備支払手形） 154,440千円  
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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主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

荷造材料、運搬費 793,091千円

役員及び従業員給料手

当 
743,163千円

賞与引当金繰入額 146,080千円

退職給付費用 66,143千円

役員退職慰労引当金繰

入額 
40,983千円

荷造材料、運搬費 780,782千円

役員及び従業員給料手

当 
753,882千円

賞与引当金繰入額 145,802千円

退職給付費用 60,881千円

役員退職慰労引当金繰

入額 
24,463千円

荷造材料、運搬費 1,620,969千円

役員及び従業員給料手

当 
1,544,973千円

賞与引当金繰入額 359,785千円

退職給付費用 130,010千円

役員退職慰労引当金繰

入額 
84,755千円

※２ 減損損失 

当社は以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。 

※２          ―――――― ※２ 減損損失 

当社は以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。 

用途 種類 場所 金額 

遊休資産 土地 
静岡県 
富士市 

千円 
39,388 

 用途 種類 場所 金額 

遊休資産 土地 
静岡県 
富士市 

千円 
39,388 

当社グループは、管理会計上の区分を

基礎に資産のグルーピングを行ってお

りますが、現在未稼働で今後も事業の

用に供する予定のないものについては

遊休資産としてそれぞれグルーピング

しております。 

上記の資産は、遊休資産となっている

ことから当該資産の回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上致しました。 

なお、回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、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。 

 当社グループは、管理会計上の区分を

基礎に資産のグルーピングを行ってお

りますが、現在未稼働で今後も事業の

用に供する予定のないものについては

遊休資産としてそれぞれグルーピング

しております。 

上記の資産は、遊休資産となっている

ことから当該資産の回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上致しました。 

なお、回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、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。 

※３ 固定資産売却損の内訳 ※３     ―――――― ※３ 固定資産売却損の内訳 

土地 33,550千円

建物 5,239千円

計 38,790千円

 土地 33,550千円

建物 5,239千円

計 38,790千円
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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 

  （注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,102千株は、固定価格取引により取得した増加2,096千株及び単元未満株

式の買取による増加６千株であります。 

  

  ２.配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
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 19,410 ― ― 19,410 

合計 19,410 ― ― 19,410 

自己株式     

普通株式（注） 93 2,102 ― 2,195 

合計 93 2,102 ― 2,195 

（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29日 

定時株主総会 
普通株式 72,535 3.75 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

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31日 

取締役会 
普通株式 64,653  利益剰余金 3.75 平成18年９月30日 平成18年12月11日 

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 

現金及び預金勘定 4,876,255千円

預入期間３ヶ月を超え

る定期預金 
△127,871千円

現金及び現金同等物 4,748,384千円

現金及び預金勘定 4,083,617千円

預入期間３ヶ月を超え

る定期預金 
△131,563千円

現金及び現金同等物 3,952,054千円

現金及び預金勘定 4,473,179千円

預入期間３ヶ月を超え

る定期預金 
△135,073千円

現金及び現金同等物 4,338,106千円
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① リース取引 

 EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

② 有価証券 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１ 時価のある有価証券 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

その他有価証券       

① 株式 684,214 1,673,614 989,400 

② 債券 ― ― ― 

③ その他 10,100 10,017 △83 

計 694,314 1,683,631 989,317 

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券   

割引金融債 30,206 

計 30,206 

(2）子会社株式及び関連会社株式   

関連会社株式 307,207 

計 307,207 

(3）その他有価証券   

非上場株式 2,420,766 

計 2,420,766 
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当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１ 時価のある有価証券 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

その他有価証券       

① 株式 697,928 1,888,315 1,190,387 

② 債券 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

計 697,928 1,888,315 1,190,387 

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券   

割引金融債 30,216 

計 30,216 

(2）子会社株式及び関連会社株式   

関連会社株式 282,952 

計 282,952 

(3）その他有価証券   

非上場株式 205,200 

計 205,200 
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前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１ 時価のある有価証券 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

③ デリバティブ取引 

 EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

区分 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

その他有価証券       

① 株式 690,413 2,081,765 1,391,352 

② 債券 ― ― ― 

③ その他 10,100 11,132 1,032 

計 700,513 2,092,897 1,392,384 

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券   

割引金融債 30,215 

計 30,215 

(2）子会社株式及び関連会社株式   

関連会社株式 291,151 

計 291,151 

(3）その他有価証券   

非上場株式 2,528,958 

計 2,528,958 
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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）につ

いては、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「自動車部品事業」の割合が、いずれも90％

を超えているため、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） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米    …………米国・メキシコ 

(2）その他の地域…………インドネシア・中国 

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） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米    …………米国・メキシコ 

(2）その他の地域…………インドネシア・中国・タイ 

３ 会計方針の変更（当中間連結会計期間） 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.(3)③に記載のとおり、当中間連結会計期間よ

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。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は20,000千円増加し、営業利益が

同額減少しております。 

 
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
その他の地
域（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 24,440,611 19,181,002 802,591 44,424,205 ― 44,424,205 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1,809,299 439 534,815 2,344,554 (2,344,554)― 

計 26,249,910 19,181,442 1,337,407 46,768,760 (2,344,554)44,424,205 

営業費用 25,750,835 18,410,239 1,319,467 45,480,542 (2,339,212)43,141,330 

営業利益 499,075 771,202 17,940 1,288,218 (5,342)1,282,875 

 
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
その他の地
域（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 23,330,424 20,582,400 1,948,545 45,861,370 ― 45,861,370 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2,848,219 17,338 494,135 3,359,693 (3,359,693)― 

計 26,178,644 20,599,738 2,442,681 49,221,064 (3,359,693)45,861,370 

営業費用 25,975,780 19,569,109 2,295,450 47,840,339 (3,362,222)44,478,117 

営業利益 202,864 1,030,629 147,230 1,380,724 2,529 1,383,253 

- 25 -



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） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米    …………米国・メキシコ 

(2）その他の地域…………インドネシア・中国・タイ 

 
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
その他の地
域（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 49,798,472 40,912,565 2,928,113 93,639,151 ― 93,639,151 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
4,367,850 770 1,062,735 5,431,355 (5,431,355)― 

計 54,166,322 40,913,336 3,990,848 99,070,507 (5,431,355)93,639,151 

営業費用 53,159,583 39,591,352 3,729,712 96,480,648 (5,462,167)91,018,481 

営業利益 1,006,739 1,321,983 261,136 2,589,858 30,811 2,620,670 
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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） 

 （注）１ 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。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米    …………米国・メキシコ 

(2）その他の地域…………中国・インドネシア・台湾・スペイン他 

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） 

 （注）１ 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。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米    …………米国・メキシコ 

(2）その他の地域…………中国・イギリス・台湾・インドネシア他 

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） 

 （注）１ 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。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米    …………米国・メキシコ 

(2）その他の地域…………中国・インドネシア・タイ・台湾他 

 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 19,181,002 847,544 20,028,546 

Ⅱ 連結売上高（千円）     44,424,205 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 43.1 1.9 45.0 

 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 20,582,400 2,211,074 22,793,474 

Ⅱ 連結売上高（千円）     45,861,370 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 44.8 4.8 49.7 

 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 40,912,565 3,122,582 44,035,148 

Ⅱ 連結売上高（千円）     93,639,151 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 43.6 3.3 47.0 
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（１株当たり情報） 

５．部門別売上高状況 

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 1,038円40銭

１株当たり中間純利益 89円91銭

１株当たり純資産額 1,167円72銭

１株当たり中間純利益 56円11銭

１株当たり純資産額 1,138円59銭

１株当たり当期純利益 149円05銭

なお、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。 

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。 

（１株当たり中間純利益の算定上の

基礎） 

（１株当たり中間純利益の算定上の基

礎） 

（１株当たり当期純利益の算定上の

基礎） 

中間連結損益計算書上の中間純利

益 

中間連結損益計算書上の中間純利益 連結損益計算書上の当期純利益 

1,531,734千円 1,033,394千円 2,771,307千円 

普通株式に係る中間純利益 普通株式に係る中間純利益 普通株式に係る当期純利益 

1,531,734千円 1,033,394千円 2,696,307千円 

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

 該当事項はありません。 

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳 

 該当事項はありません。 

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

利益処分による取締役賞与金 

           75,000千円 

普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 

17,034,985株 18,416,249株 18,088,739株 

  （単位：千円未満切捨）

  

    
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 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

 自動車部品

事業 

 安全部品 
 ハンドル 8,725,740 19.6 8,452,705 18.4 18,737,391 20.0 

エアバッグ 12,792,141 28.7 15,884,298 34.6 28,608,465 30.5 

小計  21,517,882 48.4 24,337,003 53.0 47,345,857 50.5 

 樹脂部品   22,863,228 51.4 21,489,127 46.8 46,175,687 49.3 

  計  44,381,111 99.9 45,826,131 99.9 93,521,544 99.8 

その他事業 43,094 0.0 35,239 0.0 117,606 0.1 

合計 44,424,205 100.0 45,861,370 100.0 93,639,151 100.0 
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