
(財)財務会計基準機構会員  
平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年10月31日

上場会社名 コマツ電子金属株式会社 上場取引所 東

コード番号 5977 本社所在都道府県 長崎県

（URL　http://www.komsil.co.jp/）

代表者 代表取締役社長 阿部　隆司

問合せ先責任者 取締役兼専務執行役員管理部長 横川　三男 ＴＥＬ　(03）5561－3361

中間決算取締役会開催日 平成18年10月31日 配当支払開始予定日 平成18年12月１日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   

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 （記載金額は百万円未満切り捨て）

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 42,695 27.5 5,022 553.1 5,308 451.4

17年９月中間期 33,484 1.2 769 △64.4 962 △59.2

18年３月期 72,557 3,883 4,403

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 5,191 － 171.90

17年９月中間期 465 △66.9 15.41

18年３月期 3,760 124.51

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 30,199,953株 17年９月中間期 30,199,953株 18年３月期 30,199,953株

②会計処理の方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）財政状態  

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 104,517 36,374 34.8 1,204.44

17年９月中間期 90,087 28,233 31.3 934.89

18年３月期 91,742 31,412 34.2 1,040.15

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 30,199,953株 17年９月中間期 30,199,953株 18年３月期 30,199,953株

②期末自己株式数 18年９月中間期 47株 17年９月中間期 47株 18年３月期 47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 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

通期 85,000 9,100 9,500 8,300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　274円83銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 5.00 7.00 12.00

19年３月期（実績） 8.00 －
16.00

19年３月期（予想） － 8.00

※　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に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は、中間決算短信（連結）の添付資料６ページを参照して下さい。
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 592 1,421 445

２　受取手形 ※５ 264 217 140

３　売掛金 15,367 20,010 17,274

４　たな卸資産 11,762 13,016 12,729

５　繰延税金資産 764 1,064 937

６　短期貸付金 4,752 5,001 1,251

７　その他 ※４ 892 590 1,510

貸倒引当金 △31 △40 △34

流動資産合計 34,366 38.1 41,281 39.5 6,914 34,254 37.3

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物 ※２ 11,419 10,631 11,007

(2）機械及び装置 ※２ 29,592 26,706 28,226

(3）土地 3,213 3,213 3,213

(4）建設仮勘定 320 2,367 979

(5）その他 ※２ 1,234 1,172 1,182

有形固定資産合計 45,780 50.8 44,092 42.2 △1,687 44,609 48.6

２　無形固定資産 1,014 1.2 739 0.7 △274 878 1.0

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 8,688 15,430 10,877

(2）繰延税金資産 3,580 3,481 3,404

(3）その他 161 168 171

投資損失引当金 △3,500 △671 △2,448

貸倒引当金 △4 △4 △4

投資その他の資産合
計

8,925 9.9 18,404 17.6 9,478 12,000 13.1

固定資産合計 55,720 61.9 63,236 60.5 7,515 57,488 62.7

資産合計 90,087 100.0 104,517 100.0 14,430 91,742 100.0
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形 ※５ 1,691 2,077 1,667

２　買掛金 9,897 12,475 10,811

３　短期借入金 14,450 17,650 14,950

４　未払金 7,039 5,847 5,990

５　未払法人税等 89 2,156 1,296

６　賞与引当金 1,153 1,457 1,273

７　設備関係支払手形 5,253 1,353 921

８　その他 626 732 549

流動負債合計 40,200 44.6 43,748 41.9 3,547 37,459 40.9

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 17,550 19,850 18,550

２　退職給付引当金 4,102 4,545 4,320

固定負債合計 21,652 24.1 24,395 23.3 2,742 22,870 24.9

負債合計 61,853 68.7 68,143 65.2 6,290 60,330 65.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 11,636 12.9 － － － 11,636 12.7

Ⅱ　資本剰余金 12,824 14.2 － － － 12,824 14.0

Ⅲ　利益剰余金 3,687 4.1 － － － 6,831 7.4

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

85 0.1 － － － 120 0.1

Ⅴ　自己株式 △0 △0.0 － － － △0 △0.0

資本合計 28,233 31.3 － － － 31,412 34.2

負債資本合計 90,087 100.0 － － － 91,742 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 － － 11,636 11.1 － － －

２　資本剰余金 － － 12,824 12.3 － － －

３　利益剰余金 － － 11,811 11.3 － － －

４　自己株式 － － △0 △0.0 － － －

株主資本合計 － － 36,271 34.7 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価差

額金
－ － 103 0.1 － － －

２　繰延ヘッジ損益 － － △1 △0.0 － － －

評価・換算差額等合計 － － 102 0.1 － － －

純資産合計 － － 36,374 34.8 － － －

負債純資産合計 － － 104,517 100.0 － － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 33,484 100.0 42,695 100.0 9,211 72,557 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１ 28,255 84.4 32,734 76.7 4,479 59,507 82.0

売上総利益 5,229 15.6 9,961 23.3 4,731 13,050 18.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 4,460 13.3 4,938 11.5 478 9,166 12.6

営業利益 769 2.3 5,022 11.8 4,253 3,883 5.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び受取配当
金

40 109 89

２．その他 350 391 1.2 382 491 1.1 100 809 899 1.2

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 164 162 307

２．その他 33 197 0.6 43 205 0.5 8 71 379 0.5

経常利益 962 2.9 5,308 12.4 4,345 4,403 6.1

Ⅵ　特別利益

１．投資損失引当金戻入額 － － － 1,777 1,777 4.2 1,777 1,052 1,052 1.4

Ⅶ　特別損失

１．減損損失 ※２ 108 108 0.3 － － － △108 108 108 0.1

税引前中間(当期)純
利益

854 2.6 7,085 16.6 6,231 5,347 7.4

法人税、住民税及び
事業税

40 2,085 1,258

法人税等調整額 348 389 1.2 △191 1,894 4.4 1,505 328 1,587 2.2

中間（当期）純利益 465 1.4 5,191 12.2 4,726 3,760 5.2

前期繰越利益 3,221 － 3,221

中間配当額 － － 150

中間（当期）未処分
利益

3,687 － 6,831
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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

平成18年３月31日　残高

（百万円）
11,636 12,824 6,831 △0 31,291

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △211  △211

中間純利益   5,191  5,191

株主資本以外の項目の中間会計期間中の変

動額（純額）
     

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 4,979 － 4,979

平成18年９月30日　残高

（百万円）
11,636 12,824 11,811 △0 36,271

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
120 － 120 31,412

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △211

中間純利益    5,191

株主資本以外の項目の中間会計期間中の変

動額（純額）
△16 △1 △18 △18

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△16 △1 △18 4,961

平成18年９月30日　残高

（百万円）
103 △1 102 36,374
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

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。)

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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。)

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

製品・半製品・仕掛品

　…総平均法による原価法

(3）たな卸資産

製品・半製品・仕掛品

同左

(3）たな卸資産

製品・半製品・仕掛品

同左

原材料・貯蔵品

　…移動平均法による原価法

原材料・貯蔵品

同左

原材料・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

15年～50年

機械及び装置

5年～ 7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

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、社内における見込

利用可能期間（５年）に基づい

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．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）投資損失引当金

関係会社等への投資に係る損失

に備えるため、資産内容等を勘

案して必要額を計上しておりま

す。

(2）投資損失引当金

同左

(2）投資損失引当金

同左

(3）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額のうち当

中間会計期間負担分を計上して

おります。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額のうち当

期負担分を計上しております。

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の

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、その発生

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（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期から

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、

当期末における退職給付債務見

込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生

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（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期から

費用処理しております。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日

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。

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の直

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。

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年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）

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、為替予約

については振当処理の要件を満

たしている場合は振当処理を採

用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、為替予約

については振当処理の要件を満

たしている場合は振当処理を、

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場合は

特例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、為替予約

については振当処理の要件を満

たしている場合は振当処理を採

用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…先物為替予約

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ及び

先物為替予約

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…先物為替予約

ヘッジ対象…外貨建債権 ヘッジ対象…借入金並びに外貨

建債権

ヘッジ対象…外貨建債権

(3）ヘッジ方針

当社の市場リスク管理規程に基

づき、為替変動リスクをヘッジ

しております。為替変動リスク

については、外貨建債権・債務

のネット受取予想額に対して一

定のヘッジ比率を維持しており

ます。

(3）ヘッジ方針

当社の市場リスク管理規程に基

づき、金利変動リスク及び為替

変動リスクをヘッジしておりま

す。金利変動リスクについては、

総借入に占める固定金利建借入

比率の一定割合以上を維持して

おります。

為替変動リスクについては、外

貨建債権・債務のネット受取予

想額に対して一定のヘッジ比率

を維持しております。

(3）ヘッジ方針

当社の市場リスク管理規程に基

づき、為替変動リスクをヘッジ

しております。為替変動リスク

については、外貨建債権・債務

のネット受取予想額に対して一

定のヘッジ比率を維持しており

ます。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象につ

いて、個別取引毎のヘッジ効果

を検証しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象につ

いて、個別取引毎のヘッジ効果

を検証しております。ただし、

ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る元本・利率・期間等の重要な

条件が同一の場合は、ヘッジ効

果が極めて高いことから、ヘッ

ジ有効性の判断は省略しており

ます。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象につ

いて、個別取引毎のヘッジ効果

を検証しております。

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）

　当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これにより、税

引前中間純利益は108百万円減少して

おります。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当期より、固定資産の減損に係る会

計基準（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会　平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第６

号　平成15年10月31日）を適用してお

ります。これにより、税引前中間純利

益は108百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は36,375百万円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

125,967百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

       132,697百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

      129,175百万円

※２．国庫補助金により、有形固定資産の取

得価額から控除している圧縮記帳額は、

次のとおりであります。

※２．国庫補助金により、有形固定資産の取

得価額から控除している圧縮記帳額は、

次のとおりであります。

※２．国庫補助金により、有形固定資産の取

得価額から控除している圧縮記帳額は、

次のとおりであります。

建物 235百万円

機械及び装置 1,020

その他 285

計 1,540

建物    235百万円

機械及び装置 980

その他 273

計 1,489

建物    235百万円

機械及び装置 1,015

その他 285

計 1,536

　３．偶発債務

債務保証

関係会社の金融機関からの借入金に対

する保証

　３．偶発債務

債務保証

関係会社の金融機関からの借入金に対

する保証

　３．偶発債務

債務保証

関係会社の金融機関からの借入金に対

する保証

㈱サイマックス 142百万円 ㈱サイマックス    83百万円 ㈱サイマックス    115百万円

※４．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び預り消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示し

ております。

※４．消費税等の取扱い

同左

※４．消費税等の取扱い

同左

　５．　　　　───── ※５.　中間期末日満期手形

中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当中間会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、次の中間

期末日満期手形が中間期末残高に含ま

れております。

　５．　　　　─────

受取手形 48百万円

支払手形 1,479百万円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年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．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額

有形固定資産 4,192百万円

無形固定資産 241

有形固定資産 4,270百万円

無形固定資産 198

有形固定資産     9,296百万円

無形固定資産 468

※２．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。

　２．　　　　────── ※２．減損損失

　当期において、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
減損損失
（百万円）

神奈川県
平塚市

賃貸用資産 土地 66

長崎県
大村市

遊休資産 土地 42

場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

神奈川県
平塚市

賃貸用資産 土地 66

長崎県
大村市

遊休資産 土地 42

　当社の資産グループは事業用資産にお

いては管理会計上の区分ごとに、遊休資

産及び休止資産、賃貸用資産においては

個別単位でグルーピングしております。

　このグルーピングに基づき、固定資産

の減損を検討した結果、地価の下落によ

り帳簿価格に対し時価が著しく下落して

いる遊休資産、将来キャッシュ・フロー

が著しく低い賃貸用資産について帳簿価

格を回収可能価額まで減損し、当該減少

額を減損損失（108百万円）として特別損

失に計上しました。

　その内訳は、平塚市土地66百万円、大

村市土地42百万円であります。なお、減

損対象とした固定資産の回収可能価額は

市場価格を反映していると考えられる固

定資産税評価額を適用し、評価しており

ます。

　当社の資産グループは事業用資産にお

いては管理会計上の区分ごとに、遊休資

産及び休止資産、賃貸用資産においては

個別単位でグルーピングしております。

　このグルーピングに基づき、固定資産

の減損を検討した結果、地価の下落によ

り帳簿価格に対し時価が著しく下落して

いる遊休資産、将来キャッシュ・フロー

が著しく低い賃貸用資産について帳簿価

格を回収可能価額まで減損し、当該減少

額を減損損失（108百万円）として特別損

失に計上しました。

　その内訳は、平塚市土地66百万円、大

村市土地42百万円であります。なお、減

損対象とした固定資産の回収可能価額は

市場価格を反映していると考えられる固

定資産税評価額を適用し、評価しており

ます。

（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 47 － － 47

 　　　　合計 47 － － 47

①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあ

りません。
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（重要な後発事象）

 前中間会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 該当事項はありません。

 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）

親会社及び主要株主の異動について

　株式会社ＳＵＭＣＯは、平成18年９月12日開催の取締役会において、当社株式を公開買付けにより取得することを決

議し、当社は、同日開催の取締役会において、当該公開買付けについて賛同の意を表明することを決議いたしまし

た。

　当該公開買付けは平成18年９月13日から平成18年10月11日まで実施され、株式会社ＳＵＭＣＯが当該公開買付けを通

じて、当社株式を15,402,000株取得した結果、株式会社ＳＵＭＣＯの所有する当社の議決権の総数に対する割合は

51.1％となり、平成18年10月18日をもって当社の親会社及び主要株主に該当することとなりました。

　また、株式会社小松製作所は、当該公開買付けに応募し、当社株式15,402,000株を譲渡することにより当社の親会社

に該当しないこととなりました。

 前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 該当事項はありません。
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