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１．平成19年３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 （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 7,519 (   13.2) 323 (   63.2) 332 (   62.2)

17年９月中間期 6,644 ( △11.0) 198 (　 28.9) 205 (   15.6)

18年３月期 13,931 507 523

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 118 (  130.7) 7 71

17年９月中間期 51 ( △17.5) 3 34

18年３月期 204 13 32

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 15,339,584株 17年９月中間期 15,340,166株 18年３月期 15,340,042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であります。

(2）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 20,968 10,928 52.1 712 50

17年９月中間期 19,604 10,758 54.9 701 33

18年３月期 20,026 10,914 54.5 711 52

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 15,338,841株 17年９月中間期 15,340,091株 18年３月期 15,339,791株

②期末自己株式数 18年９月中間期 9,566株 17年９月中間期 8,316株 18年３月期 8,616株

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

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 15,230  810  480  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　31円29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 4.0 5.0 9.0

19年３月期（実績） 6.0 －
15.0

19年３月期（予想） － 9.0

 

※　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５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)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ．流動資産           

１．現金及び預金  389,739   665,867   597,719   

２．受取手形  266,799   742,404   377,031   

３．売掛金  2,197,890   2,336,033   2,366,230   

４．たな卸資産  1,702,679   1,886,527   1,742,447   

５．その他  558,114   760,422   593,255   

６．貸倒引当金  △10,664   △11,619   △10,912   

流動資産合計   5,104,559 26.0  6,379,637 30.4  5,665,773 28.3

Ⅱ．固定資産           

１．有形固定資産 ※２          

(1）建物 ※１ 2,398,681   2,301,002   2,323,681   

(2）機械装置  2,645,836   2,875,123   2,798,704   

(3）土地 ※1,4 3,568,974   3,568,974   3,568,974   

(4）その他  634,363   931,442   596,623   

有形固定資産合計   9,247,855 47.2  9,676,543 46.2  9,287,982 46.4

２．無形固定資産   213,765 1.1  144,094 0.7  179,447 0.9

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※１ 4,217,867   4,447,348   4,330,761   

(2）繰延税金資産  486,078   －   217,650   

(3）その他  406,895   428,569   427,298   

(4）貸倒引当金  △72,614   △107,614   △82,701   

投資その他の資産合
計

  5,038,227 25.7  4,768,303 22.7  4,893,008 24.4

固定資産合計   14,499,848 74.0  14,588,941 69.6  14,360,438 71.7

資産合計   19,604,407 100.0  20,968,578 100.0  20,026,211 100.0
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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)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ．流動負債           

１．支払手形 ※７ 149,174   229,527   234,570   

２．買掛金 ※７ 2,850,974   3,909,759   3,460,541   

３．短期借入金  840,000   300,000   290,000   

４．１年内返済予定長期
借入金

 855,472   961,346   927,486   

５．未払法人税等  31,709   30,845   41,736   

６．賞与引当金  300,800   400,000   345,800   

７．事業整理損失引当金  －   240,000   －   

８．その他 ※６ 1,039,045   913,500   781,585   

流動負債合計   6,067,175 30.9  6,984,979 33.3  6,081,720 30.4

Ⅱ．固定負債           

１．長期借入金 ※１ 1,437,950   1,748,130   1,713,220   

２．繰延税金負債  －   33,637   －   

３．退職給付引当金  146,953   53,190   107,920   

４．役員退職慰労引当金  554,300   580,150   569,100   

５．再評価に係る繰延税
金負債

※４ 639,558   639,558   639,558   

固定負債合計   2,778,761 14.2  3,054,666 14.6  3,029,798 15.1

負債合計   8,845,937 45.1  10,039,645 47.9  9,111,518 45.5

           

（資本の部）           

Ⅰ．資本金   4,149,472 21.2  － －  4,149,472 20.7

Ⅱ．資本剰余金           

(1）資本準備金  4,459,862   －   4,459,862   

資本剰余金合計   4,459,862 22.7  － －  4,459,862 22.3

Ⅲ．利益剰余金           

(1）利益準備金  181,507   －   181,507   

(2）任意積立金  30,741   －   30,741   

(3）中間（当期）未処
分利益

 2,076,698   －   2,168,515   

利益剰余金合計   2,288,946 11.7  － －  2,380,764 11.9

Ⅳ．土地再評価差額金 ※４  △278,564 △1.4  － －  △278,564 △1.4

Ⅴ．その他有価証券評価差
額金

  141,819 0.7  － －  206,431 1.0

Ⅵ．自己株式   △3,065 △0.0  － －  △3,273 △0.0

資本合計   10,758,470 54.9  － －  10,914,692 54.5

負債・資本合計   19,604,407 100.0  － －  20,026,211 100.0
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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)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１. 資本金  － － 4,149,472 19.8 － －

２. 資本剰余金           

  (1）資本準備金  －   4,459,862   －   

    資本剰余金合計   － －  4,459,862 21.3  － －

３. 利益剰余金           

  (1）利益準備金  －   181,507   －   

  (2）その他利益剰余金           

    特別償却準備金  －   22,062   －   

    繰越利益剰余金  －   2,218,754   －   

    利益剰余金合計   － －  2,422,324 11.5  － －

４　自己株式  － － △3,939 △0.0 － －

株主資本合計  － － 11,027,720 52.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１. その他有価証券評価
差額金

 － － 179,777 0.8 － －

２. 土地再評価差額金 ※４ － － △278,564 △1.3 － －

評価・換算差額等合計  － － △98,787 △0.5 － －

純資産合計  － － 10,928,932 52.1 － －

負債純資産合計  － － 20,968,578 100.0 － －
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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）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ．売上高   6,644,145 100.0  7,519,072 100.0  13,931,592 100.0

Ⅱ．売上原価 ※１  5,656,775 85.1  6,327,847 84.2  11,773,425 84.5

売上総利益   987,370 14.9  1,191,225 15.8  2,158,167 15.5

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※１  788,872 11.9  867,351 11.5  1,650,971 11.9

営業利益   198,497 3.0  323,873 4.3  507,196 3.6

Ⅳ．営業外収益           

受取利息  795   833   1,896   

その他 ※２ 98,577 99,372 1.5 125,028 125,861 1.7 194,036 195,933 1.4

Ⅴ．営業外費用           

支払利息  33,745   29,468   62,649   

その他 ※1,3 58,783 92,529 1.4 87,302 116,770 1.6 117,187 179,836 1.2

経常利益   205,340 3.1  332,964 4.4  523,292 3.8

Ⅵ．特別利益 ※４  7,892 0.1  290,945 3.9  61,343 0.4

Ⅶ．特別損失 ※5,6  86,334 1.3  355,369 4.7  154,827 1.1

税引前中間(当期)純
利益

  126,898 1.9  268,541 3.6  429,808 3.1

法人税、住民税及び
事業税

 8,000   8,000   16,000   

法人税等調整額  67,637 75,637 1.1 142,282 150,282 2.0 209,370 225,370 1.6

中間（当期）純利益   51,260 0.8  118,259 1.6  204,438 1.5

前期繰越利益   2,010,466   －   2,010,466  

土地再評価差額金取
崩高

  14,971   －   14,971  

中間配当額   －   －   61,360  

中間（当期）未処分
利益

  2,076,698   －   2,168,515  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却

準備金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
4,149,472 4,459,862 4,459,862 181,507 30,741 2,168,515 2,380,764 △3,273 10,986,826

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩

（千円）
    △8,679 8,679 －  －

剰余金の配当（千円）      △76,698 △76,698  △76,698

中間純利益（千円）      118,259 118,259  118,259

自己株式の取得（千円）        △666 △666

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － △8,679 50,239 41,560 △666 40,894

平成18年９月30日　残高

（千円）
4,149,472 4,459,862 4,459,862 181,507 22,062 2,218,754 2,422,324 △3,939 11,027,720

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
206,431 △278,564 △72,133 10,914,692

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩

（千円）
   －

剰余金の配当（千円）    △76,698

中間純利益（千円）    118,259

自己株式の取得（千円）    △666

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△26,654 － △26,654 △26,654

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△26,654 － △26,654 14,239

平成18年９月30日　残高

（千円）
179,777 △278,564 △98,787 10,928,932
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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

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額金は全部資

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（評価差額金は全部純

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）たな卸資産

①　製品・仕掛品（プレス製品及

び金型用量産部品）・原材料

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

同左

 

(2）たな卸資産

同左

②　仕掛品（金型及び装置）・貯

蔵品（金型修理用パーツ）

個別法による原価法

 

 

 

③　貯蔵品（金型修理用パーツを

除く）

最終仕入原価法

 

 

 

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（金型については、生産

高比例法）を採用しています。

　ただし、平成１０年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除

く）について、定額法を採用して

います。

　なお、主な耐用年数は、以下の

とおりであります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

　

　

建物 ３～60年

機械装置 ４～11年

   

  

(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

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

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

　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検

討し、回収不能見込額を計上して

おります。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

適格退職年金制度を採用しており、

当事業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、

当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時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、そ

れぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

適格退職年金制度を採用しており、

当事業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。なお、数理計

算上の差異は、各事業年度の発生

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（10年）に

よる定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、当社内規に基づく中間期

末要支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、当社内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

(5）      ──────  (5）事業整理損失引当金

　当社が行う事業等について将

来負担することが見込まれる損

失見込額を計上しております。

(5）      ──────  

４．外貨建の資産又は負債の

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、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。

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

　原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。ただし、振当処

理の要件を満たす為替予約につい

ては振当処理に、特例処理の要件

を満たす金利スワップについては

特例処理を採用しております。

１）ヘッジ会計の方法

同左

１）ヘッジ会計の方法

同左

２）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約取引及

び金利スワップ取引

２）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

２）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ヘッジ対象……外貨建売上債権

及び借入金

 

３）ヘッジ方針

　当社は、為替相場の変動リス

クを回避する目的で為替予約取

引を行い、また、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。

３）ヘッジ方針

同左

３）ヘッジ方針

同左

４）ヘッジ有効性評価の方法

　振当処理の要件を満たす為替予

約については振当処理を採用して

おります。また、それ以外の為替

予約については、外貨建による同

一金額で同一期日の為替予約を実

施しており、実行の可能性が極め

て高いため、有効性の評価を省略

しております。金利スワップ取引

については、特例処理を採用して

おりますので有効性の評価を省略

しております。

４）ヘッジ有効性評価の方法

同左

４）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理について

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

(1）消費税等の会計処理について

同左

(1）消費税等の会計処理について

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。これによる損益に

与える影響はありません。

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））

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。これによる損益に与える

影響はありません。

────── (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10,928,932千円であります。

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．担保資産 ※１．担保資産 ※１．担保資産

(1)担保に供している資産 (1)担保に供している資産 (1)担保に供している資産

建物 1,413,649千円(　830,754千円)

土地 2,656,748千円(2,119,608千円)

計 4,070,398千円(2,950,362千円)

投資有価証券 127,838千円  

建物 1,331,981千円(  780,911千円)

土地 2,656,748千円(2,119,608千円)

計 3,988,730千円(2,900,519千円)

投資有価証券 166,894千円  

建物 1,371,619千円 (805,045千円)

土地 2,656,748千円(2,119,608千円)

計 4,028,368千円(2,924,653千円)

投資有価証券 175,931千円 

(2)担保に対応する債務 (2)担保に対応する債務 (2)担保に対応する債務

長期借入金 1,266,222千円

(一年内返済予定額含む)

　  

長期借入金 1,004,076千円

(一年内返済予定額含む)

　  

長期借入金 1,276,306千円

(一年内返済予定額含む)

　  

上記物件のうち、（　）内書は工場財

団根抵当を示しております。

上記物件のうち、（　）内書は工場財

団根抵当を示しております。

上記物件のうち、（　）内書は工場財

団根抵当を示しております。

※２．有形固定資産の減価償却累計額

13,692,677千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額

13,165,853千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額

13,316,378千円

３．偶発債務

関係会社の金融機関からの借入金及び

リース債務に対して次のとおり保証を

行っております。

３．偶発債務

関係会社の金融機関からの借入金及び

リース債務に対して次のとおり保証を

行っております。

３．偶発債務

関係会社の金融機関からの借入金及び

リース債務に対して次のとおり保証を

行っております。

ENOMOTO PRECISION 

ENGINEERING(S)Pte.

Ltd.

275,812千円

(4,116千S.ドル)

ENOMOTO PHILIPPINE 

MANUFACTURING Inc.

439,923千円

(3,885千US.ドル)

ENOMOTO HONG KONG 

Co.,Ltd.

145,900千円

(10,000千HK.ドル)

ENOMOTO WUXI 

Co.,Ltd.

209,438千円

(1,850千US.ドル)

計 1,071,073千円

ENOMOTO PRECISION 

ENGINEERING(S)Pte.

Ltd.

130,799千円

(1,760千S.ドル)

ENOMOTO PHILIPPINE 

MANUFACTURING Inc.

421,148千円

( 3,572千US.ドル)

ENOMOTO HONG KONG 

Co.,Ltd.

105,910千円

(7,000千HK.ドル)

ENOMOTO WUXI 

Co.,Ltd.

341,881千円

(2,900千US.ドル)

計 999,738千円

ENOMOTO PRECISION 

ENGINEERING(S)Pte.

Ltd.

204,015千円

(2,810千S.ドル)

ENOMOTO PHILIPPINE 

MANUFACTURING Inc.

457,399千円

( 3,893千US.ドル)

ENOMOTO HONG KONG 

Co.,Ltd.

128,690千円

(8,500千HK.ドル)

ENOMOTO WUXI 

Co.,Ltd.

340,663千円

(2,900千US.ドル)

　計 1,130,767千円
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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）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※４．土地再評価

　「土地の再評価に関する法律」（平

成10年３月31日公布法律第34号）及び

「土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律」（平成11年３月31日改

正）に基づき有形固定資産の事業用の

土地の再評価を行い、当該評価差額の

うち法人税その他の利益に関する金額

を課税標準とする税金に相当する金額

である繰延税金負債を負債の部に計上

し、当該繰延税金負債を控除した金額

を土地再評価差額金として資本の部に

計上しております。

　「土地の再評価に関する法律」及び

「土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律」第３条第３項に定める

再評価の方法については、「土地の再

評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３

号に定める固定資産税評価額に合理的

な調整を行って算出する方法を採用し

ております。

再評価を行った年月日

平成12年３月31日

再評価を行った土地の中間期末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との差額

△753,223千円

※４．土地再評価

　「土地の再評価に関する法律」（平

成10年３月31日公布法律第34号）及び

「土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律」（平成11年３月31日改

正）に基づき有形固定資産の事業用の

土地の再評価を行い、当該評価差額の

うち法人税その他の利益に関する金額

を課税標準とする税金に相当する金額

である繰延税金負債を負債の部に計上

し、当該繰延税金負債を控除した金額

を土地再評価差額金として純資産の部

に計上しております。

　「土地の再評価に関する法律」及び

「土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律」第３条第３項に定める

再評価の方法については、「土地の再

評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３

号に定める固定資産税評価額に合理的

な調整を行って算出する方法を採用し

ております。

再評価を行った年月日

平成12年３月31日

再評価を行った土地の中間期末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との差額

△822,072千円

※４．土地再評価

　「土地の再評価に関する法律」（平

成10年３月31日公布法律第34号）及び

「土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律」（平成11年３月31日改

正）に基づき有形固定資産の事業用の

土地の再評価を行い、当該評価差額の

うち法人税その他の利益に関する金額

を課税標準とする税金に相当する金額

である繰延税金負債を負債の部に計上

し、当該繰延税金負債を控除した金額

を土地再評価差額金として資本の部に

計上しております。

　「土地の再評価に関する法律」及び

「土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律」第３条第３項に定める

再評価の方法については、「土地の再

評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３

号に定める固定資産税評価額に合理的

な調整を行って算出する方法を採用し

ております。

再評価を行った年月日

平成12年３月31日

再評価を行った土地の期末における時

価と再評価後の帳簿価額との差額

△788,661千円

　５．手形割引高

743,398千円

　５．手形割引高

211,059千円

　５．手形割引高

519,464千円

※６．　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※６．　　　　　　同左 ※６　　　　　─────

※７．　　　　　───── ※７．中間期末日満期手形等

　中間期末日満期手形等の会計処理につ

いては、当中間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

間期末日満期手形等の金額は、次のとお

りであります。

※７．　　　　　─────

 

支払手形 26,084千円

買掛金 524,227千円

　なお、買掛金はファクタリング債務で

あります。

－ 43 －



（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 505,455千円

無形固定資産 34,814千円

有形固定資産 493,748千円

無形固定資産 35,577千円

有形固定資産 1,066,512千円

無形固定資産 70,364千円

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの

受取配当金  71,863千円

賃貸収入  15,067千円

為替差益  9,879千円

受取配当金  98,940千円

賃貸収入  14,916千円

  

受取配当金  141,309千円

賃貸収入  29,815千円

  

※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの

手形売却損  6,041千円

債権譲渡損  7,548千円

租税公課  38,358千円

手形売却損  3,081千円

債権譲渡損  11,598千円

租税公課  66,074千円

手形売却損  10,518千円

債権譲渡損  17,963千円

租税公課  74,897千円

※４．特別利益のうち主要なもの ※４．特別利益のうち主要なもの ※４．特別利益のうち主要なもの

機械装置売却益 2,079千円

工具器具備品売却益 1,663千円

土地売却益 4,149千円

機械装置売却益 5,516千円

工具器具備品売却益 301千円

営業譲渡益  282,853千円

機械装置売却益 54,326千円

土地売却益 4,149千円

※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの

機械装置売却損 8,981千円

工具器具備品売却損 1,752千円

機械装置除却損 46,721千円

工具器具備品除却損 28,261千円

機械装置売却損 1,608千円

機械装置除却損 22,438千円

工具器具備品除却損 14,448千円

事業整理損失引当金

繰入額
240,000千円

機械装置売却損 17,260千円

工具器具備品売却損 15,051千円

機械装置除却損 82,171千円

工具器具備品除却損 38,288千円

※６．　　 ────── ※６．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。

※６．　　 ──────

場所 用途 種類 金額

主として塩
山工場

プレス用
金型

工具器具
備品

20,247
千円

　当社は、事業損益単位を基準に資産の

グルーピングを行っておりますが、上記

減損損失は減価償却の方法に生産高比例

法を採用するプレス用金型について、将

来の使用見込みが大幅に減少したものに

ついて発生した損失を計上したものであ

ります。
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（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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式（注） 8 0 － 9

合計 8 0 － 9

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額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
(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 112,260 107,307 4,952

工具器具備品 4,452 3,119 1,332

合計 116,712 110,427 6,284

 

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 68,150 67,237 912

工具器具備品 4,452 3,802 649

合計 72,602 71,040 1,561

 

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 82,800 80,341 2,458

工具器具備品 4,452 3,538 913

合計 87,252 83,879 3,372

（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 14,156千円

１年超 5,034千円

　合計 19,191千円

１年内 4,327千円

１年超      706千円

　合計 5,034千円

１年内 10,438千円

１年超 1,169千円

合計 11,608千円

（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 12,274千円

減価償却費相当額 3,859千円

支払利息相当額 411千円

支払リース料 6,703千円

減価償却費相当額 1,810千円

支払利息相当額 129千円

支払リース料 20,100千円

減価償却費相当額 6,772千円

支払利息相当額 655千円

（４）減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定率法によっております。

（４）減価償却費相当額の算定方法

同左

（４）減価償却費相当額の算定方法

同左

（５）利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

（５）利息相当額の算定方法

同左

（５）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 88,035千円

１年超 262,010千円

合計 350,046千円

１年内 89,631千円

１年超 182,437千円

合計 272,068千円

１年内 95,961千円

１年超 251,670千円

合計 347,632千円

(減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

(減損損失について）

同左

(減損損失について）

同左

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 701円33銭

１株当たり中間純利益

金額
3円34銭

１株当たり純資産額 712円50銭

１株当たり中間純利益

金額
7円71銭

１株当たり純資産額 711円52銭

１株当たり当期純利益

金額

13円32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）純利益又の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 51,260 118,259 204,438

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）
51,260 118,259 204,438

期中平均株式数（株） 15,340,166 15,339,584 15,340,042

（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）

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）

────── ────── 　当社は、平成18年３月13日開催の取

締役会において、中長期的経営戦略と

して経営資源をコア事業へ集中するた

め機械要素品事業（ガイドマックス）

（当事業年度売上高412百万円）をＴ

ＨＫ株式会社に営業譲渡することを決

議し、平成18年４月１日に営業譲渡契

約を締結いたしました。（営業譲渡予

定日 平成18年６月１日、譲渡価額380

百万円）
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