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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
( 1 )連結経営成績

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       14,697     8.5       3,133    13.6       3,132    16.4
17年 9月中間期       13,545     5.9       2,758    19.3       2,689    20.9

18年 3月期       27,470－        5,551－        5,445－

1株 当 た り 中 間 潜在株式調整後1株当中間(当期)純利益 (当 期 )純 利 益 たり中間(当期)純利益
百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年 9月中間期        1,657    10.6          73.33－
17年 9月中間期        1,498    24.7          66.30－

18年 3月期        2,904－         127.78－

(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     22,602,141株 17年 9月中間期     22,602,677株
18年 3月期     22,602,517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       44,057      37,135     83.8       1,632.92
17年 9月中間期       40,709      34,409     84.5       1,522.37

18年 3月期       43,556      35,878     82.4       1,586.65
(注 )期末発行済株式数(連結)18年 9月中間期     22,602,112株 17年 9月中間期     22,602,552株

18年 3月期     22,602,200株

( 3 )連結キャッシュ ･ フローの状況
営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物
キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円
18年 9月中間期        1,046         252        △452       12,806
17年 9月中間期        1,338      △2,289         △452       10,796

18年 3月期        4,249      △3,698         △905       11,925

( 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    社  持分法適用非連結子会社数    社  持分法適用関連会社数    社   17 － －

( 5 )連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結 (新規 )    社  (除外 )    社  持分法 (新規 )    社  (除外 )    社    1     1 － －

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

売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益
百万円 百万円 百万円

通 期       29,500       5,750       3,120

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )         132円03銭

※ 　 上 記 に 記 載 し た 予 想 数 値 は 、 現 時 点 で 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づ き 判 断 し た 見 通 し で あ り 、 多 分 に 不
確 定 な 要 素 を 含 ん で お り ま す 。 実 際 の 業 績 等 は 、 業 況 の 変 化 等 に よ り 、 上 記 予 想 数 値 と 異 な る 場 合 が
あ り ま す 。 な お 、 上 記 予 想 に 関 す る 事 項 は 添 付 資 料 の ６ ペ ー ジ を 参 照 し て 下 さ い 。



１．企業集団の状況

　当社グループは、日東工器株式会社（当社）及び国内子会社７社、海外子会社10社、その他の関係会社１社によって

構成されており、迅速流体継手、機械工具、リニア駆動ポンプ及びその他製品事業の製造・販売を主たる業務としてお

ります。

　BRECO COUPLINGS,INC.は、平成17年9月1日付で清算が結了したため、連結から除いております。

　また株式会社夢工房は、平成18年８月28日付けで設立したため、連結の範囲に含めております。

　なお、製造面では、当社は新製品の研究開発・試作等を行い、それらの製造を国内・海外の製造子会社に委託してお

ります。

　当社グループの事業内容及び当社と子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

(1）迅速流体継手

　迅速流体継手は、子会社の栃木日東工器株式会社、メドー産業株式会社及びNITTO KOHKI COUPLING（THAILAND）

CO.,LTD.が製造し、国内は当社、海外はNITTO KOHKI U.S.A.,INC.が主に販売しております。

(2）機械工具

　機械工具は、子会社の白河日東工器株式会社、株式会社メドテック、NITTO KOHKI AUSTRALIA MFG. PTY LTD、日東

工器－美進株式会社及びUNIVERSAL DRILLING ＆ CUTTING EQUIPMENT LTD.が製造し、当社ならびに子会社の日東工器

サービスセンター株式会社、NITTO KOHKI U.S.A.,INC.、日東工器－美進株式会社及びUNIVERSAL DRILLING ＆ 

CUTTING EQUIPMENT LTD.が主に販売しております。

(3）リニア駆動ポンプ

　リニア駆動ポンプは、子会社の栃木日東工器株式会社、NITTO KOHKI（THAILAND）CO.,LTD.が製造し、国内は子会社

のメドー産業株式会社、海外はMEDO U.S.A.,INC.が主に販売しております。

(4）その他

　その他製品の主たる建築機器（ドアクローザ）は、子会社の白河日東工器株式会社が製造し、当社が販売しており

ます。

　また、日東工器物流株式会社は、日東工器株式会社の商品の保管及び出荷業務を、株式会社夢工房は各種機械器具

及びそのシステムとソフトウェアの研究・試作を行っております。
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事業の系統図は次のとおりです。
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図中、製品を以下の略称
記号で表示しています。
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・・・新製品の研究・試作



２．経営方針
１）経営の基本方針

　当社は、創立以来「開発は企業の保険なり」の社是のもと、事業活動に取り組み、産業界の省力・省人化、作業環

境の改善を通じて社会に貢献することを基本方針に掲げております。この基本方針に基づいて、高機能・高品質・高

信頼性の製品づくりに努め「サステイナブル・グロウス」(持続可能な成長)を続け、企業価値を高めてまいります。

２）利益配分に関する基本方針

　当社の利益配分は、まず将来の事業展開に必要な資金確保のため内部留保の充実に努め、併せて、株主の皆様にも

安定的かつ高水準の利益還元を行うことを基本方針としております。

　当期の中間配当金は、１株につき普通配当２０円に、創立５０周年記念配当として１０円を加え、合計３０円を予

定しております。期末の利益配当金は、１株につき普通配当２０円を予定しておりますので、年間配当は１株につき

５０円になる見込みであります。

　今後の配当につきましては、１株につき年間配当４０円以上を堅持し、高位安定配当で株主の皆様に利益還元する

ことを目標にしております。引き続き業績の向上と経営基盤の強化を図り、株主皆様のご期待に沿うよう努力してま

いる所存であります。

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、適正な株価形成を図る方策の一つとして、既に平成８年８月に株式の投資単位を1,000株から100株に変更

しております。

４）目標とする経営指標

　当社は、総資産経常利益率（ＲＯＡ）を経営指標としております。平成18年９月中間期の連結ＲＯＡは7.1％の実績

でしたが、中期的には通期での連結ＲＯＡ１５％達成を目指しております。

５）中長期的な経営戦略

　当社の中長期的な経営戦略は、お客様に喜んでいただける「ホンモノ」のモノづくりによって、日東工器ブランド

の向上、さらには企業価値の向上を目指すことであります。

６）会社が対処すべき課題

　平成19年３月期上半期における経済情勢は、国内・海外ともに景気は好調に推移いたしました。下半期においても、

上期の趨勢が続くと予想しておりますが、材料価格高騰、米国景気の減速などの懸念材料もあるため、先行きの動向

について楽観できないものと予想しております。

　このような状況の中で当社は、「サステイナブル・グロウス」の経営方針に基づき、末永く持続的な成長を続けて

いくために、中・長期的な戦略・施策を打ってまいります。

　研究開発面では、試作・実験環境を整備するなど研究開発に力を入れ、中・長期的な視点で独創的な商品の開発を

強化いたします。

　生産面では、コストダウンに努めると共に、計画的な設備更新、人材の育成、生産ノウハウの蓄積に努め、競争力

の強化を図ってまいります。

　販売面においては、本年４月から営業第一本部と営業第二本部を「営業本部」として統合することによって情報の

一元化を図ると共に、地域別に東部・中部・西部の３つのブロックに分け、ユーザーに密着した販売体制をとってお

ります。また、「マーケティング本部」は、より戦略的に営業活動を支援する体制をとってまいります。

　さらに、本年４月に新設した建築機器事業部には、製品開発部門と販売部門を傘下に置き、機動的な事業体制をとっ

ております。

　管理面では、老朽化した本社建物を３年計画で建替えし、災害時における社員の安全確保と本社機能の強化および

効率化を図ります。

７）事業のリスク

  イ）取引先の信用リスク

　当社は、代理店を通じて販売していますので、個別ユーザーの信用リスクはありませんが、取引先代理店に対す

る売掛債権回収リスクがあります。当社の取引先企業は、長年継続して取引しており、信用のおける企業が大半を

占めております。また、社内規程（与信管理）に従って売掛債権の保全に努めております。

　しかし、取引先に不測の事態が万一発生した場合には、売掛債権の貸倒損失および、販売ルートを一時的に失う

ことによる売上減少リスクがあります。
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ロ）為替変動リスク

　当社は、為替レートとして、1米ドル115円、1英ポンド195円、1ユーロ135円、1タイバーツ3.0円、100ウオン11円、

1豪ドル80円を想定して平成19年3月期の予算を策定しています。この予算レートよりも円高に振れた場合には、利

益が減少いたします。通貨によって影響額が異なりますが、仮に米ドルの為替変動が他の通貨にも連動すると仮定

いたしますと、1米ドルが1円円高に振れると、当社の利益は約8百万円減少する計算になります。

ハ）素材の仕入価格の高騰リスク

　当社は鉄、ステンレス、真鍮、アルミなど各種の素材を使用した製品を製造しております。中国の高度成長や原

油価格上昇に伴う素材価格の高騰から、当社使用の材料原価が上昇傾向にあります。コストダウン努力をしており

ますが、予想以上の素材価格高騰によって利益が減少するリスクがあります。

 ニ）災害リスク

  　地震、台風その他の自然災害によって、正常な事業活動ができなくなるリスクがあります。

８）親会社等について 

イ）親会社等の商号

　親会社等　：　株式会社日器

　属性　　　：　関連会社

　親会社等の議決権所有割合　：　２８.０％

　親会社等が発行する株券が上場されている取引所等　：　非上場

ロ）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け

　親会社等に該当する株式会社日器は、当社の事業計画の策定や経営については一切関与しておらず、経営の独立

性を確保しております。また、金銭・不動産等の賃貸関係は一切ありません。

ハ）親会社等との取引に関する事項

　親会社等との取引は一切ありません。

二）親会社等との役員の兼務状況

 

役職 氏名 親会社等の役職 就任理由

代表取締役　会長 御器谷　俊雄 親会社㈱日器の代表取締役 創業者でありオーナー

（注）当社の取締役７名、監査役４名のうち、親会社との兼任役員は当該２名のみである。

非常勤取締役 市川　光夫 親会社㈱日器の監査役
客観的立場での経営のチェック
機能として当社から就任を依頼

 

ホ）親会社等からの出向者の受入れ 

　親会社等からの出向者の受入れはありません。

 

９）関係会社との関係に関する考え方 

　平成18年９月末現在における当社の連結子会社は国内７社、海外１０社で計１７社あります。このうち１４社は持

株比率１００％の子会社および孫会社であり、２社は持株比率９８％以上、残る１社は持株比率６５％の合弁会社と

いう内訳で、いずれも当社が経営権を持っております。関係会社における基本的な考え方としては、生産子会社はユー

ザーが求める品質・納期・コストで生産することによって貢献することとし、販売子会社は新用途・新市場の開拓と、

売上を伸ばして利益をあげることによって貢献する、という方針であります。

　なお、平成18年８月28日に株式会社夢工房を設立し、同年10月１日から稼動しております。この会社は、当社を定

年退職した技術者が、モノづくりにこだわる永遠の意欲を支援し、現役時代には不可能だった自由な発想の新製品に

期待する工房であります。

10）その他経営上の重要事項

　特筆すべき事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

１）経営成績

イ）当中間期の概況

　当中間連結会計期間における日本経済は、原油価格と原材料価格の高騰や日銀のゼロ金利政策解除などで、景気

への懸念材料が依然としてある中、企業収益の改善に伴い、設備投資の増加、雇用情勢の改善が見られ、引き続き

景気は堅調に推移いたしました。

　海外においては、世界経済をけん引している米国経済が住宅市場の減速懸念など長らく堅調だった景気にも陰り

が出てきております。

　このような環境の中で当社グループは、原資材価格の高騰によるコスト上昇を産業界の設備投資需要による売上

増と一部製品の価格見直しによりカバーし、同時に国内及び海外市場で十分な競争力を持った商品開発と品質の向

上に取組んでまいりました。

　こうした経営努力の結果、当中間連結会計期間における売上高は146億97百万円となり、前連結会計期間の135億

45百万円と比較すると8.5％の増収となりました。また営業利益は31億33百万円となって、前連結会計期間の27億58

百万円から13.6％の増益を果たしました。これによって、中間（当期）純利益は16億57百万円となり、前中間連結

会計期間の14億98百万円と比較すると10.6％の増益となりました。

　なお、本社新築・建替え計画に伴い、既存建物等の除却が明らかになったため、２億89百万円の減損損失を計上

しております。

　これを事業のセグメント別に概観すると、次のとおりであります。

　迅速流体継手事業では、半導体向けや産業機械用カプラを中心に幅広く需要が伸び、売上高は54億49百万円（前

中間連結会計期間比4.4％増収）となり、営業利益は12億85百万円（前中間連結会計期間比8.4％増益）となりまし

た。

　機械工具事業では、前期に引き続き鋼材穴あけ加工機を中心に建設・機械産業向けの製品が好調で、売上高は58

億13百万円（前中間連結会計期間比11.0％増収）となり、営業利益は12億５百万円（前中間連結会計期間比27.7％

増益）となりました。

　リニア駆動ポンプ事業では、国内の浄化槽ブロワが低迷したものの健康機器関連が好調、また海外の浄化槽ブロ

ワも堅調に推移し、売上高は25億52百万円（前中間連結会計期間比16.0％増収）となり、営業利益は５億62百万円

（前中間連結会計期間比6.6％増益）となりました。

　その他の事業では、ドアクローザ「オートヒンジ」は引き続き国内の競争が激化して価格競争の影響もあり、売

上高は８億81百万円（前中間連結会計期間比1.0％減収）、営業利益は80百万円（前中間連結会計期間比21.2％減

益）となりました。

　所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。なお、各セグメント間の内部売上高または、振替高を含ん

で記載しております。

　日本国内では、機械工具事業の堅調な伸びの影響により、売上高は128億円（前中間連結会計期間比7.3％の増

収）、営業利益でも26億31百万円（前中間連結会計期間比8.3％の増益）となりました。

　海外においては、海外子会社の業績が好調に推移し売上高は43億11百万円（前中間連結会計期間比18.7％増収）、

営業利益は５億10百万円（前中間連結会計期間比66.4％増益）となりました。

　詳細については、所在地別セグメント情報をご参照ください。

ロ）通期の見通し

　今期は、海外子会社の業績が好調に推移しているため、平成18年10月17日に業績予想を修正しております。通期

における業績の見通しは、連結売上高295億円、連結経常利益57億50百万円、連結当期純利益31億20百万円といたし

ます。
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２）財政状態

イ）当中間期の概況

　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、定期預金の預入に

よる支出48億60百万円、法人税等の支払額15億４百万円等による減少があったものの、定期預金の払戻しによる収

入56億60百万円、税金等調整前中間純利益28億48百万円（前中間連結会計期間比12.3％増加）による増加があった

ため、前連結会計年度末に比べて８億80百万円（前中間連結会計期間比163.8％増加）増加し、当中間連結会計期間

末には128億６百万円となりました。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、10億46百万円（前中間連結会計期間比21.8％減少）

となりました。これは、主に法人税の支払額15億４百万円、売上債権の増加４億81百万円等による減少があったも

のの、税金等調整前中間純利益28億48百万円、減価償却費３億89百万円等による増加があったことによるものであ

ります。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　当中間連結会計期間における投資活動の結果得られた資金は、２億52百万円（前中間連結会計期間比111.0％増

加）となりました。これは、主に定期預金の預入による支出48億60百万円、有形固定資産の取得による支出４億62

百万円等の減少があったものの、定期預金の払戻による収入56億60百万円等の増加があったことによるものであり

ます。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　当中間連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は、４億52百万円（前中間連結会計期間比0.0％減少）

となりました。これは、配当金の支払４億52百万円による減少があったことによるものであります。

　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。

17年３月期 18年３月期 18年９月期

自己資本比率（％） 83.4 82.4 83.8

時価ベースの自己資本比率（％） 122.2 158.3 129.5

債務償還年数 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 364.0 311.5 221.0

　上記各指標の算式は以下のとおりであります。

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）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。

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×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。

（注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す

べ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。

ロ）通期の見通し

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　今期（平成17年３月期）は、前期と同様に月々の売上高が平準化されているので、売上高増加による売上債権増

加が限定的であるため、営業活動によるキャッシュ・フローは、40億円前後になるものと予想しております。

＜投資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・フローは、例年では主に金型投資や海外関係子会社における機械設備による投資で

あり、６億50百万円の設備投資を予定しております。ただし、今期は、設備投資以外に３ヵ月を越える定期預金で

の運用を30億円予定しております。

＜財務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・フローは、主に配当金の支払いによる支出を予定しております。
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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）

対前中間期

比

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（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 11,652 13,271  14,492

２．受取手形及び売掛金 ※２ 8,497 8,945  8,447

３．有価証券 899 1,998  899

４．たな卸資産 4,519 5,013  4,764

５．債権信託受益権 2,444 2,099  1,799

６．繰延税金資産 604 672  684

７．その他 300 355  216

貸倒引当金 △24 △34  △22

流動資産合計 28,894 71.0 32,323 73.4 3,428 31,281 71.8

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1).建物及び構築物  6,383 5,514  6,508

減価償却累計額 3,686 2,696 3,076 2,437  3,771 2,737

(2).機械装置及び運搬具 2,666 2,794  2,728

減価償却累計額 1,702 964 1,919 875  1,797 931

(3).工具器具備品 4,367 4,650  4,526

減価償却累計額 3,633 733 3,833 816  3,763 762

(4).土地  4,148 4,212  4,145

(5).建設仮勘定 25 138  71

有形固定資産合計 8,568 21.0 8,480 19.2 △87 8,649 19.9

２．無形固定資産  

(1).営業権 130 －  96

(2).のれん － 66  －

(3).その他 105 101  102

無形固定資産合計 235 0.6 167 0.4 △68 198 0.4

３．投資その他の資産  

(1).長期性預金 1,000 1,000  1,000

(2).投資有価証券 1,267 1,360  1,723

(3).長期貸付金 350 320  332

(4).繰延税金資産 120 156 96

(5).その他 336 312 339

貸倒引当金 △64 △64 △64

投資その他の資産合計 3,010 7.4 3,086 7.0 75 3,427 7.9

固定資産合計 11,814 29.0 11,734 26.6 △80 12,275 28.2

資産合計 40,709 100.0 44,057 100.0 3,348 43,556 100.0
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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）

対前中間期

比

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（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．支払手形及び買掛金 ※２ 2,098 2,411 2,341

２．未払法人税等 1,070 1,228 1,583

３．賞与引当金 526 584 567

４．役員賞与引当金 － 8 －

５．その他 1,045 1,322 1,475

流動負債合計 4,739 11.7 5,554 12.6 814 5,966 13.7

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 48 30 115

２．退職給付引当金 1,071 1,071 1,156

３．役員退職慰労引当金 84 116 102

４．その他 178 148 146

固定負債合計 1,382 3.4 1,366 3.1 △15 1,521 3.5

負債合計 6,122 15.1 6,921 15.7 799 7,488 17.2

（少数株主持分）

少数株主持分 177 0.4 － － △177 190 0.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,850 4.6 － － △1,850 1,850 4.3

Ⅱ　資本剰余金 1,925 4.7 － － △1,925 1,925 4.4

Ⅲ　利益剰余金 30,418 74.7 － － △30,418 31,371 72.0

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 492 1.2 － － △492 760 1.8

Ⅴ　為替換算調整勘定 △63 △0.2 － － 63 184 0.4

Ⅵ　自己株式 △213 △0.5 － － 213 △214 △0.5

資本合計 34,409 84.5 － － △34,409 35,878 82.4

負債、少数株主持分
及び資本合計

40,709 100.0 － － △40,709 43,556 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

１　資本金  － － 1,850 4.2 1,850  － －

２　資本剰余金  － － 1,925 4.4 1,925  － －

３　利益剰余金  － － 32,561 73.9 32,561 － －

４　自己株式  － － △214 △0.5 △214 － －

株主資本合計  － － 36,122 82.0 36,122 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　その他有価証券評価差額金  － － 546 1.2 546 － －

２　為替換算調整勘定  － － 238 0.6 238 － －

評価・換算差額等合計  － － 784 1.8 784 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 228 0.5 228 － －

純資産合計  － － 37,135 84.3 37,135 － －

負債純資産合計  － － 44,057 100.0 44,057 － －
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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）

対前中間
期比

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（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 13,545 100.0 14,697 100.0 1,152 27,470 100.0

Ⅱ　売上原価 6,625 48.9 7,235 49.2 610 13,478 49.1

売上総利益 6,920 51.1 7,462 50.8 541 13,991 50.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 4,161 30.7 4,329 29.5 167 8,439 30.7

営業利益 2,758 20.4 3,133 21.3 374 5,551 20.2

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 19 47 52

２．受取配当金 4 5 5

３．仕入割引 6 8 12

４. 為替差益 8 － 25

５．その他 55 94 0.7 55 116 0.8 22 88 184 0.7

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 5 4 13

２．売上割引 62 67 129

３．たな卸資産処分損 34 32 79

４．たな卸資産評価損 50 － 54

５．為替差損 － 6 －

６．その他 9 163 1.2 6 117 0.8 △45 14 291 1.1

経常利益 2,689 19.9 3,132 21.3 442 5,445 19.8

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 1 0 1

２．投資有価証券売却益 － 11 －

３. 固定資産売却益 ※２ 0 1 32

４. 退職給付引当金戻入益 － － 16

５．保険金収入  1 2 0.0 － 13 0.1 10 1 51 0.2

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 5 5 16

２．固定資産売却損 ※３ 0 0 4

３．減損損失 ※４ 0 289 0

４．事業売却損 148 155 1.2 － 296 2.0 141 163 185 0.7

税金等調整前中間（当期）純利
益

2,537 18.7 2,848 19.4 311 5,311 19.3

法人税、住民税及び事業税 1,018 1,173 2,545

法人税等調整額 12 1,030 7.5 11 1,184 8.1 153 △160 2,385 8.6

少数株主利益 7 0.1 6 0.0 △1 21 0.1

中間（当期）純利益 1,498 11.1 1,657 11.3 158 2,904 10.6
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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（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,925 1,925

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）残高 1,925 1,925

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 29,387 29,387

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 1,498 1,498 2,904 2,904

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 452 904

２．役員賞与 16 468 16 920

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高 30,418 31,371
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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）

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）
1,850 1,925 31,371 △214 34,933

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） － － △452 － △452

役員賞与（注） － － △16 － △16

中間純利益 － － 1,657 － 1,657

自己株式の取得 － － － △0 △0

自己株式の処分 － － － － －

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

（百万円）
－ － 1,189 △0 1,188

平成18年９月30日　残高

（百万円）
1,850 1,925 32,561 △214 36,122

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

繰延ヘッジ損益
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

（百万円）
760 － 184 944 190 36,068

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） － － － － － △452

役員賞与（注） － － － － － △16

中間純利益 － － － － － 1,657

自己株式の取得 － － － － － △0

自己株式の処分 － － － － － －

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）
△213 － 53 △159 38 △121

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△213 － 53 △159 38 1,067

平成18年９月30日　残高

（百万円）
546 － 238 784 228 37,135

（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。

－ 12 －



(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）

前連結会計年度の連結
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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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

2,537 2,848 5,311

減価償却費 400 389 798

長期前払費用償却額 3 4 7

退職給付引当金の
増減額（減少：△）

28 △85 111

役員退職慰労引当金の増

減額（減少：△） 
△9 13 8

賞与引当金の増減額
（減少：△）

20 24 61

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

0 12 △2

受取利息及び受取配当金 △23 △53 △58

支払利息 5 4 13

為替差損益（差益：△） △1 3 9

事業売却損 148 － 163

減損損失 － 289 －

有形固定資産除却損 5 5 16

有形固定資産売却損 0 0 4

有形固定資産売却益 △0 △1 △32

投資有価証券売却益 － △11 －

売上債権の増減額
（増加：△）

△373 △481 △284

たな卸資産の増減額
（増加：△）

△37 △231 △185

その他の流動資産の
増減額（増加：△）

△101 △85 △11

その他の投資の増減額

（増加：△）
39 28 39

仕入債務の増減額
（減少：△）

△103 55 90

未払消費税等の増減額

（減少：△）
△25 △8 △39

その他の流動負債の
増減額（減少：△）

△95 △201 306

その他の固定負債の
増減額（減少：△）

23 △1 △15

役員賞与の支払額 △16 △16 △16

その他 26 3 2

小計 2,452 2,506 6,300
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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）

前連結会計年度の連結
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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

利息及び配当金の受取額 24 48 58

利息の支払額 △5 △4 △13

法人税等の支払額 △1,132 △1,504 △2,096

営業活動による
キャッシュ・フロー

1,338 1,046 4,249

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

定期預金の預入
による支出

△4,162 △4,860 △9,396

定期預金の払戻
による収入

2,762 5,660 6,927

長期性預金の預入
による支出

△500 － △500

有価証券の取得に
よる支出

－ △99 －

投資有価証券の取得
による支出

△42 △6 △46

投資有価証券の売却
による収入

－ 20 －

有形固定資産の取得
による支出

△417 △462 △819

有形固定資産の売却
による収入

7 9 63

無形固定資産の取得
による支出

△38 △9 △49

長期前払費用の取得
による支出

△3 △11 △5

事業売却による収入 94 － 100

貸付けによる支出 △11 △11 △18

貸付金の回収による収入 22 24 44

投資活動による
キャッシュ・フロー

△2,289 252 △3,698

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

自己株式取得による支出 △0 △0 △1

配当金の支払額 △452 △452 △904

財務活動による
キャッシュ・フロー

△452 △452 △905

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

23 34 104

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（減少：△）

△1,380 880 △251

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

12,176 11,925 12,176

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

10,796 12,806 11,925
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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

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 (1）連結子会社数　　17社 (1）連結子会社数　　17社 (1）連結子会社数　　17社

　連結子会社名は以下のとおりであ

ります。

　連結子会社名は以下のとおりであ

ります。

　連結子会社名は以下のとおりであ

ります。

㈱メドテック

メドー産業㈱

NITTO KOHKI U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD.

MEDO U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI DEUTSCHLAND GMBH

NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD.

NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY　LTD

NITTO KOHKI AUSTRALIA MFG.

PTY LTD

日東工器サービスセンター㈱

白河日東工器㈱

栃木日東工器㈱

＊BRECO COUPLINGS,INC.

日東工器－美進㈱

UNIVERSAL DRILLING & 

CUTTING EQUIPMENT LTD.

NITTO KOHKI COUPLING

(THAILAND)CO.,LTD.

日東工器物流株式会社

㈱メドテック

メドー産業㈱

NITTO KOHKI U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD.

MEDO U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI DEUTSCHLAND GMBH

NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD

NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY　LTD

NITTO KOHKI AUSTRALIA MFG.

PTY LTD

日東工器サービスセンター㈱

白河日東工器㈱

栃木日東工器㈱

日東工器－美進㈱

UNIVERSAL DRILLING & 

CUTTING EQUIPMENT LTD.

NITTO KOHKI COUPLING

(THAILAND)CO.,LTD.

日東工器物流株式会社

＊株式会社夢工房

㈱メドテック

メドー産業㈱

NITTO KOHKI U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD.

MEDO U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI DEUTSCHLAND GMBH

NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD

NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY　LTD

NITTO KOHKI AUSTRALIA MFG.

PTY LTD

日東工器サービスセンター㈱

白河日東工器㈱

栃木日東工器㈱

＊BRECO COUPLINGS,INC.

日東工器－美進㈱

UNIVERSAL DRILLING & 

CUTTING EQUIPMENT LTD.

NITTO KOHKI COUPLING

(THAILAND)CO.,LTD.

日東工器物流株式会社

＊BRECO COUPLINGS,INCは平成17年

９月１日付で清算が結了したため損

益計算書のみを連結しております。

＊株式会社夢工房は、平成18年８月

28日付で設立のため当連結会計年度

より連結の範囲に含めておりま

す。

　BRECO COUPLINGS, INCは平成17

年９月１日付で清算が結了したた当

連結会計年度より連結の範囲から除

いております。

＊BRECO COUPLINGS,INCは平成17年

９月１日付で清算が結了したため損

益計算書のみを連結しております。

(2）主要な非連結子会社の名称等

　該当事項はありません。

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

２．持分法の適用に関する事項 　持分法適用会社はありません。 同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社のうち、次の各社の中

間決算日は6月30日であります。

　連結子会社のうち、次の各社の中

間決算日は6月30日であります。

　連結子会社のうち、次の各社の決

算日は12月31日であります。

NITTO KOHKI U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD.

MEDO U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI DEUTSCHLAND GMBH

NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD.

NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY LTD

NITTO KOHKI AUSTRALIA MFG.

PTY LTD

BRECO COUPLINGS,INC.

日東工器－美進㈱

UNIVERSAL DRILLING & CUTTING

EQUIPMENT LTD.

NITTO KOHKI COUPLING (THAI-

LAND)CO.,LTD.

NITTO KOHKI U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD.

MEDO U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI DEUTSCHLAND GMBH

NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD.

NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY LTD

NITTO KOHKI AUSTRALIA MFG.

PTY LTD

日東工器－美進㈱

UNIVERSAL DRILLING & CUTTING

EQUIPMENT LTD.

NITTO KOHKI COUPLING (THAI-

LAND)CO.,LTD.

NITTO KOHKI U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD.

MEDO U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI DEUTSCHLAND GMBH

NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD

NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY LTD

NITTO KOHKI AUSTRALIA MFG.

PTY LTD

BRECO COUPLINGS,INC.

日東工器－美進㈱

UNIVERSAL DRILLING & CUTTING

EQUIPMENT LTD.

NITTO KOHKI COUPLING (THAI-

LAND)CO.,LTD.

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては６月30日中間決算日現在の財務

諸表を採用し、平成17年７月１日か

ら中間連結決算日平成17年９月30日

まで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。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては６月30日中間決算日現在の財務

諸表を採用し、平成18年７月１日か

ら中間連結決算日平成18年９月30日

まで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。

　連結財務諸表の作成に当たっては

12月31日決算日現在の財務諸表を採

用し、平成18年１月１日から連結決

算日平成18年３月31日までの間に生

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。

　*BRECO COUPLING, INCは平成17年

９月１日付で清算が結了したため損

益計算書のみ連結しております。 
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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

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

①　有価証券

満期保有目的債券

同左

①　有価証券

満期保有目的債券

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

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）

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

商品・製品・材料・仕掛品

　当社及び国内連結子会社は主

として総平均法による原価法に

より評価しております。なお、

在外連結子会社は主として移動

平均法による低価法により評価

しております。

③　たな卸資産

商品・製品・材料・仕掛品

同左

③　たな卸資産

商品・製品・材料・仕掛品

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、在外連結子会社は所在地

国の会計基準の規定に基づく定

額法によっております。

　ただし、当社及び国内連結子

会社は平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除

く）は、定額法によっておりま

す。なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

(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

建物及び構築物

15年～50年

機械装置及び運搬具

４年～10年

②　無形固定資産

　当社及び国内連結子会社は主

として定額法、在外連結子会社

は主として所在地国の会計基準

の規定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

　債権の貸倒れに備えるため、

一般債権については貸倒実績率

により、また、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。

(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
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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）

②　賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は従

業員に対して支給する賞与に充

てるため、将来の支給見込額の

うち当中間連結会計期間の負担

額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は従

業員に対して支給する賞与に充

てるため、将来の支給見込額の

うち当連結会計年度の負担額を

計上しております。

③　──────

 

③　役員賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は役

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８百万円減少して

おります。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は、軽微のため記載して

おりません。

③　──────

 

④　退職給付引当金

　当社及び一部の連結子会社は

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。

　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

均残存勤務期間以内の一定の年

数（５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す

ることとしております。

　また、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（５年）

による均等額を費用処理してお

ります。

④　退職給付引当金

         同左

④　退職給付引当金

　当社及び一部の連結子会社は

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、当連結会計年度末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

　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

均残存勤務期間以内の一定の年

数（５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す

ることとしております。

　また、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（５年）

による均等額を費用処理してお

ります。

⑤　役員退職慰労引当金

　当社及び一部の国内連結子会

社は役員の退職慰労金の支払に

備えるため、内規による中間期

末要支払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

　当社及び一部の国内連結子会

社は役員の退職慰労金の支払に

備えるため、内規による期末要

支払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、在外子会社の資産及び負

債ならびに収益及び費用は、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資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含めてお

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、在外子会社の資産及び負

債ならびに収益及び費用は、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、在外子会社の資産及び負

債ならびに収益及び費用は、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資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含めてお

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）

(5）重要なリース取引の処理方法

　当社及び国内連結子会社はリー

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）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

　税抜き方式によっております。

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

(6）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

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カ

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

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。これにより損益に与え

る影響は軽微であります。

　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資産から直

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。これにより損益に与える影

響は軽微であります。

　

　　　────── （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。

　これまでの資本部の合計に相当する金額は

36,907百万円であります。

　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

間財務諸表規則により作成しております。

　　　──────

表示方法の変更

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）

────── 　（中間連結貸借対照表） 　

　　前中間連結会計期間において、「営業権」として掲

　記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれ

　ん」と表示しております。
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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．受取手形裏書譲渡高は ６百万円であり

ます。

※２．──────

１．受取手形裏書譲渡高は  ４百万円であ

ります。

※２．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

理につては、当中間連結会計期間の末日

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。当中間連結会計期間末日満期手形の

金額は、次のとおりです。

      受取手形　　　　 141百万円

      支払手形    　　 275百万円

１．受取手形裏書譲渡高は  ６百万円であ

ります。

※２．──────

（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。

給料手当    1,181百万円

賞与引当金繰入

額
     297百万円

退職給付費用       76百万円

役員退職慰労引

当金繰入額
    15百万円

販売促進費 420百万円

研究開発費      420百万円

給料手当      1,207百万円

賞与引当金繰入

額
        331百万円

退職給付費用         69百万円

役員退職慰労引

当金繰入額
      18百万円

販売促進費    458百万円

研究開発費         422百万円

給料手当       2522百万円

賞与引当金繰入

額
      264百万円

退職給付費用       153百万円

役員退職慰労引

当金繰入額
    34百万円

販売促進費 869百万円

研究開発費         823百万円

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

機械装置及び

運搬具
  0百万円

工具器具備品  0百万円

合計   0百万円

機械装置及び

運搬具
   1百万円

合計    1百万円

土地    30百万円

機械装置及び

運搬具
   1百万円

工具器具備品    0百万円

合計     32百万円

※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

機械装置及び

運搬具
  0百万円

工具器具備品  0百万円

合計   0百万円

機械装置及び

運搬具
   0百万円

合計    0百万円

機械装置及び

運搬具
   4百万円

工具器具備品    0百万円

合計      4百万円
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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．──────　　　　

 

※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グループについて減損

損失を計上しました。

※４．──────　　　　

 

場所 用途 種類 金額

東京本社

（東京都

大田区）

本社付属

設備
建物

　285百

万円

同上

 
備品

工具器具

及び備品
4百万円

　当社グループは、製造拠点については当

該拠点別に、販売拠点及び本社並びに社宅

等については共有資産として資産のグルー

ピングをしております。その他、賃貸物件

及び遊休資産については、物件ごとにグ

ルーピングをしております。

　当社は、平成18年10月17日開催の取締役

会において本社新築・建替え計画を決議し

たことにより、将来使用する見込みのなく

なった固定資産について減損損失を特別損

失に計上しております。　

　なお、回収可能価格は除却までの使用価

値により算定しております。割引率につい

ては除却までの期間が短く金額的影響が僅

少なため考慮しておりません。

５．簡便法による税効果会計の適用

　法人税、住民税及び事業税は、当中間

連結会計期間の税金等調整前中間純利益

に当中間連結会計期間の税効果会計適用

後の見積実効税率を乗じて計算した額を

計上しており、納付税額及び法人税等調

整額を一括して記載しております。

５．簡便法による税効果会計の適用

同左

５．──────

（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 22,689 － － 22,689

合計 22,689 － － 22,689

自己株式

普通株式（注） 87 0 － 87

合計 87 0 － 87

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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２．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
（百万円）

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 452 20 平成18年３月31日 平成18年６月23日

（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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

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11月７日

取締役会
普通株式 678  利益剰余金 30 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）

(1）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

(1）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

(1）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）

（百万円）

現金及び預金勘定 11,652

預入期間が３カ月を超

える定期預金
△4,200

有価証券の現金同等物 899

債権信託受益権の現金

同等物
2,444

現金及び現金同等物 10,796

（百万円）

現金及び預金勘定 13,271

預入期間が３カ月を超

える定期預金
△4,463

有価証券の現金同等物 1,898

債権信託受益権の現金

同等物
2,099

現金及び現金同等物 12,806

（百万円）

現金及び預金勘定 14,492

預入期間が３カ月を超

える定期預金
△5,266

有価証券の現金同等物 899

債権信託受益権の現金

同等物
1,799

現金及び現金同等物 11,925

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（借主側）

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（借主側）

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（借主側）

(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）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価

額相当

額

(百万円)

減価償

却累計

額相当

額

(百万円)

中間期

末残高

相当額

(百万円)

機械装置

及び運搬

具

2,293 1,969 324

工具器具

備品
179 171 8

 無形固定 

 資産

「その他」

8 4 3

合計 2,481 2,145 335

取得価

額相当

額

(百万円)

減価償

却累計

額相当

額

(百万円)

中間期

末残高

相当額

(百万円)

建物付属

設備
7 1 5

機械装置

及び運搬

具

2,517 1,985 531

工具器具

備品
170 165 4

 無形固定 

 資産

「その他」

9 7 2

合計 2,703 2,160 543

取得価

額相当

額

(百万円)

減価償

却累計

額相当

額

(百万円)

期末残

高相当

額

(百万円)

建物付属

設備
7 0 6

機械装置

及び運搬

具

2,306 1,983 322

工具器具

備品
170 163 7

 無形固定 

 資産

「その他」

8 5 2

合計 2,492 2,153 339
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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）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    105百万円

１年超    342百万円

合計    448百万円

１年内      163百万円

１年超      533百万円

合計      697百万円

１年内      127百万円

１年超      333百万円

合計      460百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料     65百万円

減価償却費相当額     67百万円

支払利息相当額    6百万円

支払リース料       86百万円

減価償却費相当額     108百万円

支払利息相当額     5百万円

支払リース料      132百万円

減価償却費相当額      142百万円

支払利息相当額       11百万円

(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、残存価格

を零とする級数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　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当するものはありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 362 1,191 829

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 362 1,191 829

（注）減損処理後の帳簿価額を取得原価としております。なお、当中間連結会計期間においては減損処理の対象となるものはありません。

また、中間連結会計期間末時点の時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合の他、下落率が30％以上50％未満であり、かつ、過去

２年間の各月末の下落率の平均値（単純平均）が30％を超えている状態をもって「著しく下落した」としております。

３．時価のない有価証券の主な内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

コマーシャル・ペーパー 899

(2）その他有価証券

非上場株式 75
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当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

　　時価（百万円） 差額（百万円）

(1）国債・地方債等 699 699 △0

(2）社債 99 99 △0

(3）その他 － － －

合計 799 799 △0

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 372 1,293 921

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 372 1,293 921

（注）減損処理後の帳簿価額を取得原価としております。なお、当中間連結会計期間においては減損処理の対象となるものはありません。

また、中間連結会計期間末時点の時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合の他、下落率が30％以上50％未満であり、かつ、過去

２年間の各月末の下落率の平均値（単純平均）が30％を超えている状態をもって「著しく下落した」としております。

３．時価のない有価証券の主な内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

コマーシャル・ペーパー 1,199

(2）その他有価証券

非上場株式 66

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当するものはありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 366 1,647 1,281

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 366 1,647 1,281

（注）減損処理後の帳簿価額を取得原価としております。なお、連結会計年度末時点の時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合の他、

下落率が30％以上50％未満であり、かつ、過去２年間の各月末の下落率の平均値（単純平均）が30％を超えている状態をもって「著

しく下落した」としております。

３．時価のない有価証券の主な内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

コマーシャル・ペーパー 899

(2）その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 75

－ 23 －



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（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

通貨 為替予約取引

売建

米国ドル 213 217 △4

英国ポンド 36 36 △0

ユーロ 93 94 △1

合計 343 349 △5

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（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

通貨 為替予約取引

売建

米国ドル 326 333 △7

英国ポンド 24 25 △0

ユーロ 60 61 △0

合計 411 419 △7

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（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

通貨 為替予約取引

売建

米国ドル 290 293 △2

英国ポンド 35 35 △0

ユーロ 92 93 △1

合計 417 422 △4
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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）

迅速流体
継手
（百万円）

機械工具

（百万円）

リニア駆
動ポンプ
（百万円）

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する
売上高

5,218 5,235 2,200 890 13,545 (－） 13,545

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － (－） －

計 5,218 5,235 2,200 890 13,545 － 13,545

営業費用 4,033 4,291 1,673 788 10,786 (－） 10,786

営業利益 1,185 943 527 101 2,758 (－） 2,758

（注）事業区分は、製品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性を考慮して４つの事業に区分しております。各区分に属する主な製

品は次のとおりであります。

(1）迅速流体継手　　　真空用カプラ、空圧用カプラ、油圧用カプラ等

(2）機械工具　　　　　ジェットタガネ、アトラ、ベルトン、デルボ等

(3）リニア駆動ポンプ　コンプレッサ、ブロワ等

(4）その他　　　　　　建築機器等

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）

迅速流体
継手
（百万円）

機械工具

（百万円）

リニア駆
動ポンプ
（百万円）

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する
売上高

5,449 5,813 2,552 881 14,697 － 14,697

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － (－） －

計 5,449 5,813 2,552 881 14,697 － 14,697

営業費用 4,164 4,608 1,990 801 11,564 (－） 11,564

営業利益 1,285 1,205 562 80 3,133 (－） 3,133

（注）事業区分は、製品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性を考慮して４つの事業に区分しております。各区分に属する主な製

品は次のとおりであります。

(1）迅速流体継手　　　真空用カプラ、空圧用カプラ、油圧用カプラ等

(2）機械工具　　　　　ジェットタガネ、アトラ、ベルトン、デルボ等

(3）リニア駆動ポンプ　コンプレッサ、ブロワ等

(4）その他　　　　　　建築機器等

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）

迅速流体
継手
（百万円）

機械工具

（百万円）

リニア駆
動ポンプ
（百万円）

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する
売上高

10,449 10,886 4,354 1,779 27,470 － 27,470

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － (－） －

計 10,449 10,886 4,354 1,779 27,470 － 24,740

営業費用 8,054 8,849 3,450 1,564 21,918 (－） 21,918

営業利益 2,395 2,036 904 215 5,551 (－） 5,551

（注）事業区分は、製品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性を考慮して４つの事業に区分しております。各区分に属する主な製

品は次のとおりであります。

(1）迅速流体継手　　　真空用カプラ、空圧用カプラ、油圧用カプラ等

(2）機械工具　　　　　ジェットタガネ、アトラ、ベルトン、デルボ等

(3）リニア駆動ポンプ　コンプレッサ、ブロワ等

(4）その他　　　　　　建築機器等
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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

(百万円)

北米

(百万円)

欧州

(百万円)

その他

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 10,951 938 1,060 595 13,545 － 13,545

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

976 8 24 1,006 2,015 △2,015 －

計 11,927 946 1,084 1,601 15,560 △2,015 13,545

営業費用 9,498 832 1,018 1,475 12,824 △2,037 10,786

営業利益 2,429 113 66 126 2,736 22 2,758

　（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。

北　　　米……米国、カナダ

欧　　　州……英国、ドイツ、フランス他

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）

日本

(百万円)

北米

(百万円)

欧州

(百万円)

その他

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 11,602 1,086 1,254 754 14,697 － 14,697

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,197 9 37 1,170 2,414 △2,414 －

計 12,800 1,095 1,291 1,924 17,112 △2,414 14,697

営業費用 10,168 885 1,216 1,698 13,969 △2,404 11,564

営業利益 2,631 209 74 226 3,142 △9 3,133

　（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。

北　　　米……米国、カナダ

欧　　　州……英国、ドイツ、フランス他

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）

日本

(百万円)

北米

(百万円)

欧州

(百万円)

その他

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 22,007 1,947 2,173 1,341 27,470 － 27,470

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,058 23 49 2,141 4,272 △4,272 －

計 24,066 1,970 2,222 3,483 31,743 △4,272 27,470

営業費用 19,183 1,664 2,141 3,193 26,182 △4,264 21,918

営業利益 4,882 306 81 289 5,560 △8 5,551

　（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。

北　　　米……米国、カナダ

欧　　　州……英国、ドイツ、フランス他
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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）

北米
（百万円）

東南アジア
（百万円）

欧州
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

Ⅰ　海外売上高 1,081 1,259 1,171 526 4,038

Ⅱ　連結売上高 － － － － 13,545

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に
占める割合（％）

8.0 9.3 8.6 3.9 29.8

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各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…米国、カナダ

(2）東南アジア…マレーシア、シンガポール、台湾、韓国他

(3）欧　　　州…英国、ドイツ、フランス他

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
（百万円）

東南アジア
（百万円）

欧州
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

Ⅰ　海外売上高 1,234 1,463 1,387 575 4,661

Ⅱ　連結売上高 － － － － 14,697

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に
占める割合（％）

8.4 10.0 9.4 3.9 31.7

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各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…米国、カナダ

(2）東南アジア…マレーシア、シンガポール、台湾、韓国他

(3）欧　　　州…英国、ドイツ、フランス他

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。

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
（百万円）

東南アジア
（百万円）

欧州
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

Ⅰ　海外売上高 2,214 2,569 2,369 1,016 8,169

Ⅱ　連結売上高 － － － － 27,470

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に
占める割合（％）

8.1 9.3 8.6 3.7 29.7

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各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…米国、カナダ

(2）東南アジア…マレーシア、シンガポール、台湾、韓国他

(3）欧　　　州…英国、ドイツ、フランス他

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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（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   1,522.37円

１株当たり中間純利益     66.30円

１株当たり純資産額   1,632.92円

１株当たり中間純利益     73.33円

１株当たり純資産額   1,586.65円

１株当たり当期純利益    127.78円

　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。

　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。

　なお、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)

中間（当期）純利益（百万円） 1,498 1,657 2,904

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 16

　（うち利益処分による役員賞与金） － － (16)

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円）

1,498 1,657 2,888

期中平均株式数（千株） 22,602 22,602 22,602

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称
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）

迅速流体継手 5,433 5,296 10,821

機械工具 5,204 5,981 10,520

リニア駆動ポンプ 2,112 1,962 4,215

その他 717 747 1,476

合計 13,467 13,987 27,033

　（注）　上記の金額は、販売価格によります。また、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(3）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称
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）

迅速流体継手 5,218 5,449 10,449

機械工具 5,235 5,813 10,886

リニア駆動ポンプ 2,200 2,552 4,354

その他 890 881 1,779

合計 13,545 14,697 27,470

　（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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