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

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 11,640 (  14.5) 845 (  86.7) 720 (  87.8)

17年９月中間期 10,167 (　 0.4) 452 (　29.8) 383 (　33.2)

18年３月期 21,405 1,061 943

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 442 ( 113.9) 28 86 －  

17年９月中間期 206 (  55.2) 13 48 －  

18年３月期 581 37 90 －  

（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 15,339,584株 17年９月中間期 15,340,166株 18年３月期 15,340,042株

③会計処理の方法
　の変更

有

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 25,646 12,362 48.2 805 93

17年９月中間期 22,991 11,133 48.4 725 77

18年３月期 24,572 12,088 49.2 788 07

（注）期末発行済株式数
　　　（連結）

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

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 1,919 △1,305 △88 1,638

17年９月中間期 880 △518 △510 744

18年３月期 2,490 △1,464 △835 1,132

(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 ５社 持分法適用非連結子会社数 ０社 持分法適用関連会社数 ０社

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

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

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 24,450 1,650 1,150

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　74円97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５ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び関係会社）は、株式会社エノモト（当社）及び子会社６社により構成されており、事業は主

に電子部品のプレス加工品・射出成形加工品、それに使用する精密金型・周辺装置の製造販売及び直動システム部品等

の製造販売を行っております。

　事業内容と当社及び関係会社の当該事業にかかる位置付けは、次のとおりであります。

　なお、次の３部門について当社は事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって記載して

おります。

(1）金属プレス品部門

　当部門における主要な製品は半導体用リードフレーム及びコネクタ用部品等のプレス加工品とそれに使用する精密

金型・周辺装置であります。

　当社が製造・販売するほか、海外はENOMOTO PRECISION ENGINEERING (S) Pte. Ltd.、ENOMOTO PHILIPPINE 

MANUFACTURING Inc.、ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.、ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd.及びENOMOTO WUXI Co.,Ltd.で製

造・販売しております。

(2）射出成形品部門

　当部門における主要な製品はＬＥＤ用部品及びコネクタ用部品等の射出成形加工品とそれに使用する精密金型・周

辺装置であります。

　当社が製造・販売するほか、ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.が製造しております。

(3）その他部門

　当部門における主要な製品は機械要素品及び採血検査キット（共同開発品）であります。

　当社が製造・販売しております。
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社は、長年にわたり金型製作で培ってきた技術を基盤として、絶えず顧客に信頼される製品を提供し、新製品の

開発を行い、この事業を通じて会社の繁栄と社会の発展の一致を期すことを目指しております。また、取引先及び従

業員などの利害関係者の信頼と理解を基礎とし、協力的気風を培い総力を結集して、企業としての安定性、成長性、

収益性を高めることを重視しており、激しい国際競争が深まる中、いかなる事態にも迅速に対応でき得る強固な経営

基盤を確立し、当社株式が投資家各位にとって魅力あるものとなるよう鋭意努力する所存であります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策と位置づけており、将来の事業展開と経営基盤の強化のために

必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当の継続を重視し、業績に裏付けられた成果の配分を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、電子部品業界における技術革新に対応するためタイムリーな製品開発に努め、成長

に向けての有効な投資に活用してまいります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方および方針等

　当社株式の流動性向上及び個人投資家層の拡大を図るうえで、投資単位の引下げについては重要な課題であると認

識しております。現在、具体的な計画はありませんが、今後の当社株価の動向に注視しながら検討して参ります。

(4）目標となる経営指標

　当社グループは、安定した経営基盤の確立及び業務効率の向上に努め、当面の経営指標といたしまして、営業利益

率10％を目標としております。

(5）中長期的な経営戦略

　当社グループは市場と顧客の情報を迅速かつ的確に把握し、顧客ニーズに対し付加価値の高い製品や情報の提供

に努め、相互に利益を享受することを通じて、信頼関係を深め、将来にわたり安定的な成長と収益基盤の確立を目

指しております。

①　グローバル供給体制の確立

　近年、電子部品業界は製品の適地生産・適地供給が強く求められており、そのニーズに対応するため、品質やサー

ビスのレベルを向上させながら、調達・生産・販売の最適化を図るべく、グループ全体での分業・供給体制の強化

を進めて参ります。

②　事業基盤の確立

　国際競争の激化に伴い製品価格の低下が続く中、当社は高付加価値品への転換を図るべく、営業力、技術力の強

化を図って参ります。

　現在培ってきた微細加工技術・インサートモールド技術を基に、次世代の光源として注目をあびているＬＥＤ、

電子機器の小型化に伴い需要の高まっている狭ピッチコネクタへの積極的展開を進めております。　

 

(6）会社の対処すべき課題

　このような環境下において、当社グループは中長期的経営戦略の一環として、引続き将来のユーザーニーズ及び地

域的需要に対応すべく、最適地生産体制の構築を進め、市場競争力の強化に努めて参ります。国内におきましては、

更なる技術力の向上、短納期化を図り、高付加価値製品への転換を進め、海外生産拠点におきましては、高品質化、

低コスト化を推進し、収益の拡大に努めて参る所存であります。

(7）親会社等に関する事項

　該当する事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。
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(9）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当する事項はありません。

３．経営成績及び財政状態

１【業績等の概要】

(1）業績

　当中間連結会計期間における世界経済は、中国を筆頭とするアジア経済におきましては、前期より引き続き高成

長を持続しております。欧州経済におきましては、一部地域で減速が懸念されてはいるものの、外需及び企業部門

を中心に景気の拡大を維持しており、景気牽引役である米国経済におきましてもインフレ、原油価格高騰、住宅ブー

ムの沈静化等の懸念事項を抱えてはおりますが、個人消費や民間設備投資に支えられ、景気は緩やかに拡大し、全

体としては、概ね堅調に推移いたしました。

　一方、国内経済におきましては、原油価格及び非鉄金属等の原材料価格の高止まりが続く中で、雇用環境の改善

と所得の増加に伴う個人消費の増加、及び企業業績の回復に伴う設備投資の増加等が牽引したことにより、景気は

緩やかながら拡大基調で推移して参りました。

　当社グループの属する電子部品業界におきましては、パソコン、携帯電話、ＬＣＤ、Ｐ Ｄ Ｐ 等の薄型テレビ、

デジタルオーディオプレーヤー、車載向け機器等の需要拡大を背景に堅調に推移いたしました。

　このような状況下、当社グループは、現在コア事業として据え、事業拡大を図っているＬＥＤ用部品、コネクタ

用部品の製造に経営資源を集中し、積極的な受注拡大、新製品の開発、新規顧客の開拓等を図るため、本年６月に

ガイドマックス事業をＴＨＫ株式会社に営業譲渡をいたしました。

　また、製品価格の下落、及び原材料価格の高止まりによる利益圧迫要因に対応する為、更なる生産性の向上と高

付加価値製品の開発にも努めて参りました。

　その結果、当中間連結会計年度の売上高は116億４千万円（前年同期比14.5％増）、経常利益７億２千万円（同

87.8％増）、当期純利益４億４千２百万円（同113.9％増）となりました。

　事業部門別の業績は、次のとおりであります。

①　金属プレス品部門

　当部門は、半導体用リードフレーム及びコネクタ用部品が主なものであります。長年培ってまいりました微

細加工技術や顧客ニーズに沿った最適地生産への対応等により、市場拡大が続くＬＥＤ用部品及びコネクタ用

部品の受注拡大に努めて参りました。その結果、半導体用リードフレームの売上高は53億９千２百万円（前年

同期比9.3％増）、コネクタ用部品の売上高は37億５千１百万円（同23.7％増）となり、合計で売上高は91億４

千３百万円（同14.8％増）となりました。

②　射出成形品部門

　当部門は、ＬＥＤ用部品及びコネクタ用部品が主なものであります、特にコネクタ用部品のＩＴ機器向け、

携帯電話向けマイクロピッチコネクタの需要が堅調に推移しております。ＬＥＤ用部品におきましては、車載

向け、遊戯向け等を中心に底堅い需要を背景に増加基調で推移しております。この部門の売上高は22億４千４

百万円（同28.4％増）となりました。

③　その他部門

　当部門は、機械要素品と医療器具に大別されます。機械要素品としては当社の開発品であるガイドマックス、

医療器具としては血液検査用の採血キットが主なものであります。平成５年５月より当社オリジナル商品とし

て製造販売して参りましたガイドマックスでありますが、中長期的経営戦略に基づき、本年６月をもって事業

から撤退をいたしました。その結果、この部門の売上高は２億５千１百万円（同45.1％減）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。

①　日本

　日本国内におきましては、自社のコア技術を生かせるＬＥＤ用部品及びコネクタ用部品への対応を加速しな

がら高付加価値製品を強化し、売上高の確保と同時に収益力の向上に努めました。結果、売上高は69億５千６

百万円（前年同期比11.1％増）、営業利益は３億２千４百万円（同63.3％増）となりました。

②　アジア

　アジアにおきましては、前期に引き続き中国・アジア地域の経済成長に支えられ、シンガポール、フィリピ

ン、中国華南地区を中心に国内顧客の海外生産シフトが進み、部品需要が旺盛に推移したため、売上高は46億

８千３百万円（同19.9％増）、営業利益は５億２千１百万円（同105.0％増）となりました。
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(2）キャッシュ・フロー

　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は、前連結会計年度末に比べ５億５百万円増加し、

当中間連結会計期間末には16億３千８百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は19億１千９百万円（前年同期比118.1％増）となりました。これは税金等調整前中

間純利益６億６千２百万円、減価償却費８億３千５百万円に加え仕入債務の増加５億７千８百万円等による資金の

増加、売上債権の増加２億９千３百万円及びたな卸資産の増加３億２百万円等の資金の減少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）

　投資活動の結果使用した資金は13億５百万円（同151.6％増）となりました。これは主に有形固定資産の取得によ

るものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は８千８百万円（同82.7％減）となりました。これは主に長期借入金の増加５億円、

長期借入金の返済４億７千５百万円及び配当金の支払７千６百万円によるものであります。

(3）通期の見通し

　今後の見通しにつきましては、国内の個人消費と設備投資が好循環のサイクルに入りつつあり、米国を中心とす

る国外需要の鈍化やＩＴ関連業種の在庫調整などによりやや減速感を持ちつつも、好循環に入った内需を中心に堅

調に景気拡大が持続していくものと思われます。

　当社グループの属する電子部品業界におきましては、競争激化による製品価格の値下圧力や原材料価格の高止ま

り等の厳しい状況が継続しておりますが、携帯電話やパソコンの需要が新興国市場において拡大を続けている事に

加え、内需におきましても携帯情報端末等のＩＴ機器及び薄型テレビ等のデジタル家電を中心に景気拡大に支えら

れた需要が持続しており、供給過剰懸念はあるものの今後も堅調に拡大をしていくものと思われます。

　通期の連結業績予想といたしましては、価格競争激化による収益力の低下、及び市場における流通在庫等の調整

局面等の様々なリスクが想像されますが、当社グループの関連する電子部品業界は引き続き堅調に推移するものと

見込まれることから、売上高は244億５千万円（前年同期比14.2％増）、経常利益は16億５千万円（同74.8％増）、

当期純利益は11億５千万円（同97.8％増）を見込んでおります。

(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状態及びキャッシュ・フロー等の業績に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以

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 海外展開

　当社グループは、顧客ニーズのグローバル化に対応するために、生産拠点を海外（中国・フィリピン・シンガ

ポール）に展開しております。そのため、進出国の政治動向及び経済動向の変化及び為替レートの変動が、財政

状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

② 販売価格

　当社グループの属する電子部品業界は、市場での競争が激しく、製品の販売価格が低下する傾向にあります。

予想を大幅に上回る急激な販売価格の下落が継続する場合には、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。

③ 仕入価格

　当社グループが、主要な原材料として購入しております銅、ニッケル等の価格上昇が長期化し、販売価格に転

嫁が進まない場合には、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 金利の変動リスク

　当社グループは、設備投資に要する資金を主に金融機関から借入により調達しております。各金融機関からは

固定金利での借入を図っており、平成19年3月期中間会計期間末における当社単体での借入残高3,009百万円の内、

90.0％に当たる2,709百万円、連結ベースでの借入残高4,018百万円の内、68.9％に当たる2,766百万円が固定金

利となっております。しかしながら今後の金利変動により、新たな設備資金の調達に関しては、金利情勢の影響

を受け、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 退職金にかかる積立不足
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　退職給付費用及び退職給付債務は、割引率や期待運用収益率等数理計算上で設定される前提条件に基づいて算

定されますが、これら前提条件と実績が乖離することによって財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

⑥ キャッシュ・フローの状況に影響を及ぼすリスク

　特定の得意先においては、棚卸資産の圧縮を図るため、これまでの納品検収契約から使用高検収契約へと転換

が進んでいる傾向にあり、今後電子部品業界で使用高検収契約が進行した場合は、当社の営業キャッシュ・フ

ローが悪化する可能性があります。

⑦ 特有の取引慣行に基づく取引に関する損害に係るもの

　当社が保有する金型は生産高比例法により減価償却を行うとともに、生産に寄与されないことが明らかとなっ

た場合に、除却することになっていますが、取引先と金型の補償契約を締結していない場合には、金型の廃棄損

が生じる可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ．流動資産           

１．現金及び預金   744,531   1,638,110   1,132,909  

２．受取手形及び売掛金   4,090,623   5,036,897   4,773,576  

３．たな卸資産   2,484,568   2,820,970   2,529,064  

４．繰延税金資産   316,883   527,221   400,526  

５．未収入金   152,984   188,000   183,222  

６．その他   56,350   62,795   50,572  

７．貸倒引当金   △11,515   △12,389   △11,884  

流動資産合計   7,834,425 34.1  10,261,605 40.0  9,057,986 36.9

Ⅱ．固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※１ 8,338,178   8,734,834   8,661,600   

減価償却累計額  4,632,918 3,705,259  4,929,382 3,805,451  4,809,736 3,851,863  

(2）機械装置及び運
搬具

 12,089,743   12,406,764   12,595,648   

減価償却累計額  7,077,035 5,012,707  6,978,486 5,428,278  7,170,780 5,424,868  

(3）工具器具備品  4,799,527   4,957,829   4,838,207   

減価償却累計額  4,063,844 735,682  4,304,143 653,685  4,119,926 718,281  

(4）土地 ※1,3  3,707,667   3,707,667   3,707,667  

(5）建設仮勘定   86,167   414,851   65,620  

有形固定資産合計   13,247,484 57.6  14,009,934 54.6  13,768,301 56.0

２．無形固定資産   311,095 1.3  249,359 1.0  285,157 1.2

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※１ 757,293   774,532   870,187   

(2）繰延税金資産  486,078   －   217,650   

(3）その他  427,790   458,827   455,743   

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

 投資その他の資産合
計

  1,598,548 7.0  1,125,746 4.4  1,460,879 5.9

固定資産合計   15,157,128 65.9  15,385,039 60.0  15,514,338 63.1

資産合計   22,991,553 100.0  25,646,644 100.0  24,572,324 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ．流動負債           

１．支払手形及び買掛金 ※４  4,583,691   6,170,793   5,621,287  

２．外注未払金   224,024   262,360   308,096  

３．短期借入金   2,434,785   2,109,247   2,061,266  

４．未払法人税等   64,363   84,926   54,805  

５．未払消費税等   9,168   33,868   10,967  

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   1,086,614   639,799   712,874  

流動負債合計   8,703,447 37.9  9,940,995 38.8  9,115,098 37.1

Ⅱ．固定負債           

１．長期借入金 ※１  1,669,688   1,909,122   1,918,271  

２. 繰延税金負債   －   33,637   －  

３．退職給付引当金   165,390   68,880   121,320  

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

５．リース債務   125,752   112,215   120,013  

６．再評価に係る繰延税
金負債

※３  639,558   639,558   639,558  

固定負債合計   3,154,689 13.7  3,343,564 13.0  3,368,263 13.7

負債合計   11,858,136 51.6  13,284,559 51.8  12,483,361 50.8

           

（資本の部）           

Ⅰ．資本金   4,149,472 18.0  － －  4,149,472 16.9

Ⅱ．資本剰余金   4,459,862 19.4  － －  4,459,862 18.1

Ⅲ．利益剰余金   3,443,232 15.0  － －  3,456,936 14.1

Ⅳ．土地再評価差額金 ※３  △278,564 △1.2  － －  △278,564 △1.1

Ⅴ．その他有価証券評価差
額金

  141,819 0.6  － －  206,431 0.8

Ⅵ．為替換算調整勘定   △779,338 △3.4  － －  98,097 0.4

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

資本合計   11,133,417 48.4  － －  12,088,962 49.2

負債及び資本合計   22,991,553 100.0  － －  24,572,324 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１. 資本金  － － 4,149,472 16.2 － －

２. 資本剰余金  － － 4,459,862 17.4 － －

３. 利益剰余金  － － 3,822,878 14.9 － －

４. 自己株式  － － △3,939 △0.0 － －

株主資本合計  － － 12,428,273 48.5 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１. その他有価証券評価
差額金

 － － 179,777 0.7 － －

２. 土地再評価差額金 ※３ － － △278,564 △1.1 － －

３. 為替換算調整勘定  － － 32,598 0.1 － －

評価・換算差額等合計  － － △66,188 △0.3 － －

純資産合計  － － 12,362,085 48.2 － －

負債純資産合計  － － 25,646,644 100.0 － －
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(2）中間連結損益計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ．売上高   10,167,655 100.0  11,640,532 100.0  21,405,553 100.0

Ⅱ．売上原価   8,670,175 85.3  9,635,498 82.8  18,151,518 84.8

売上総利益   1,497,479 14.7  2,005,033 17.2  3,254,034 15.2

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※１  1,044,634 10.3  1,159,472 9.9  2,192,991 10.2

営業利益   452,844 4.4  845,560 7.3  1,061,042 5.0

Ⅳ．営業外収益           

１．受取利息  1,485   4,850   3,734   

２．受取配当金  2,343   2,089   3,905   

３．賃貸収入  15,067   14,916   29,815   

４．為替差益  24,370   －   51,757   

５．その他  3,822 47,088 0.5 15,911 37,767 0.3 16,839 106,052 0.5

Ⅴ．営業外費用           

１．支払利息  53,918   61,725   106,146   

２．手形売却損  6,041   －   10,518   

３．為替差損  －   14,184   －   

４．租税公課  38,358   66,074   74,897   

５．その他  18,123 116,442 1.1 21,230 163,215 1.4 31,813 223,375 1.1

経常利益   383,491 3.8  720,113 6.2  943,720 4.4

Ⅵ．特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 12,483   12,683   74,687   

２．貸倒引当金戻入額  －   2,275   －   

３．営業譲渡益  － 12,483 0.1 282,853 297,811 2.6 － 74,687 0.3

Ⅶ．特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ 10,953   1,608   32,661   

２．固定資産除却損 ※４ 75,546   36,989   122,655   

３．減損損失 ※５ －   20,247   －   

４．事業整理損失引当
　　金繰入額

 －   240,000   －   

５．貸倒引当金繰入額  －   35,000   －   

６．投資有価証券評価
    損

 － 86,499 0.9 21,626 355,471 3.1 － 155,316 0.7

税金等調整前中間
(当期)純利益

  309,475 3.0  662,453 5.7  863,090 4.0

法人税、住民税及
び事業税

 34,943   77,450   72,270   

法人税等調整額  67,612 102,555 1.0 142,362 219,813 1.9 209,321 281,592 1.3

中間（当期）純利
益

  206,919 2.0  442,640 3.8  581,498 2.7
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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（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   4,459,862  4,459,862

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  4,459,862  4,459,862

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   3,282,702  3,282,702

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  206,919  581,498  

２．土地再評価差額金取崩
高

 14,971 221,890 14,971 596,469

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  61,360  122,721  

２．在外連結子会社の機能
通貨変更に伴う利益剰
余金減少高

 － 61,360 299,513 422,235

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  3,443,232  3,456,936
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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（千円）

 
4,149,472 4,459,862 3,456,936 △3,273 12,062,998

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）（注）   △76,698  △76,698

中間純利益（千円）   442,640  442,640

自己株式の取得（千円）    △666 △666

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）

（千円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 365,941 △666 365,275

平成18年９月30日　残高（千円）

 
4,149,472 4,459,862 3,822,878 △3,939 12,428,273

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

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円）

 
206,431 △278,564 98,097 25,964 12,088,962

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）（注）     △76,698

中間純利益（千円）     442,640

自己株式の取得（千円）     △666

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）

（千円）

△26,654 － △65,498 △92,153 △92,153

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△26,654 － △65,498 △92,153 273,122

平成18年９月30日　残高（千円）

 
179,777 △278,564 32,598 △66,188 12,362,085

 （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。
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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）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー
計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間(当
期)純利益

 309,475 662,453 863,090

減価償却費  822,915 835,233 1,746,887

退職給付引当金の減
少額

 △36,180 △52,093 △76,211

受取利息及び受取配
当金

 △3,828 △6,939 △7,639

支払利息  53,918 61,725 106,146

事業整理損失引当金
の増加額

 － 240,000 －

有形固定資産除却損  75,546 36,989 122,655

売上債権の増加額  △170,902 △293,782 △706,339

たな卸資産の増加額  △78,821 △302,053 △72,405

仕入債務の増加額
（減少額）

 △76,484 578,505 838,512

その他  74,671 252,781 △137,471

小計  970,309 2,012,819 2,677,222

利息及び配当金の受
取額

 3,828 6,702 7,639

利息の支払額  △52,751 △53,719 △103,265

法人税等の支払額  △41,350 △46,271 △90,727

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 880,035 1,919,530 2,490,869

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

有形固定資産の取得
による支出

 △572,978 △1,455,956 △1,651,792

有形固定資産の売却
による収入

 157,641 124,617 319,683

無形固定資産の取得
による支出

 △19,924 △600 △22,968

投資有価証券の償還
による収入

 － 35,000 －

投資有価証券の取得
による支出

 △75,294 △5,395 △80,512

投資その他の資産の
増加による支出

 △11,528 △13,086 △23,584

その他  3,201 9,524 △4,861

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △518,883 △1,305,897 △1,464,035
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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）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー
計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の純増減
額

 245,712 27,059 △264,303

長期借入れによる収
入

 － 500,000 800,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △579,468 △475,186 △1,074,970

ファイナンス・リー
ス債務の返済による
支出

 △115,662 △62,662 △173,082

自己株式の取得によ
る支出

 △71 △666 △278

配当金の支払額  △61,360 △76,698 △122,721

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △510,850 △88,154 △835,355

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 21,428 △20,276 68,629

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

 △128,269 505,201 260,107

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 872,801 1,132,909 872,801

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 744,531 1,638,110 1,132,909
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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) 連結子会社の数は５社であり、

連結子会社名は、ENOMOTO 

PRECISION ENGINEERING (S) 

Pte.Ltd.、ENOMOTO PHILIPPINE 

MANUFACTURING Inc.、ENOMOTO 

HONG KONG Co.,Ltd.、

ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.、

ENOMOTO WUXI Co.,Ltd.でありま

す。

　　

同左 同左

(2) 非連結子会社の名称等

　　ENOMOTO LAND CORPORATION

(2) 非連結子会社の名称等

同左

(2) 非連結子会社の名称等

　　ENOMOTO LAND CORPORATION

　（連結の範囲から除いた理由）

　　非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれ

も中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。

 　（連結の範囲から除いた理由）

　　非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであ

ります。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）非連結子会社

ENOMOTO LAND CORPORATIONに対す

る投資については、持分法を適用

しておりません。

(1）非連結子会社

同左

(1）非連結子会社

同左

(2）持分法の適用から除いた理由

　上記持分法不適用の非連結子会

社は、中間純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要な影響を及ぼ

しておりません。

(2）持分法の適用から除いた理由

同左

(2）持分法の適用から除いた理由

　上記持分法不適用の非連結子会

社は、当期純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要な影響を及ぼ

しておりません。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）に関する事項

　　連結子会社であるENOMOTO 

PRECISION ENGINEERING (S) 

Pte.Ltd.、ENOMOTO PHILIPPINE 

MANUFACTURING Inc.、 ENOMOTO 

HONG KONG Co.,Ltd.、ZHONGSHAN 

ENOMOTO Co.,Ltd. 及びENOMOTO 

WUXI Co.,Ltd.の中間決算日は、６

月30日であり連結子会社の中間決

算日現在の中間財務諸表を使用し

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。

　同左 　　連結子会社であるENOMOTO 

PRECISION ENGINEERING (S) 

Pte.Ltd.、ENOMOTO PHILIPPINE 

MANUFACTURING Inc.、 ENOMOTO 

HONG KONG Co.,Ltd.、ZHONGSHAN 

ENOMOTO Co.,Ltd. 及びENOMOTO 

WUXI Co.,Ltd.の決算日は、12月31

日であり連結決算日との差は３ヶ

月以内であるため、連結財務諸表

の作成にあたっては、同決算日現

在の財務諸表を使用しております

が、連結決算日との間に発生した

重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。
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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）有価証券

その他有価証券

１）有価証券

その他有価証券

１）有価証券

その他有価証券

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は主として移動平均法により

算定）

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

原価は主として移動平均法によ

り算定）

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は

主として移動平均法により算

定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

２）たな卸資産

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

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

 

 

 

 

貯蔵品（金型修理用パーツを除

く）

…最終仕入原価法

 

 

 

 

(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

当社は定率法（金型について

は、生産高比例法）、在外連結

子会社は定額法を採用しており

ます。

　ただし、当社は平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）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。

建物及び構築物

３～60年

機械装置及び運搬具

４～11年

１）有形固定資産

同左

　

　

 

 

 

 

１）有形固定資産

 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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）重要な引当金の計上基

準

１）貸倒引当金

　貸倒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

りますが、在外連結子会社では

賞与引当金は該当ありません。

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

　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。

３）退職給付引当金

当社は、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、それぞれ発生の翌連結

会計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

　当社は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、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上し

ております。なお、数理計算上

の差異は、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（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連結会

計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

当社は、役員の退職慰労金の

支出に備えるため、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

　当社は役員の退職慰労金の支

出に備えるため、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）      ──────  
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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）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社の

資産及び負債は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨

に換算し、為替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。　

　外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社の

資産及び負債は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨

に換算し、為替差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含めてお

ります。　

　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

産及び負債は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、為替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。　

(5）重要なリース取引の処

理方法

当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。

　なお、在外連結子会社は通常の売

買取引に準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左

(6）重要なヘッジ会計の方

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
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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）

(7）消費税等の会計処理の

方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

同左 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。

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）

　当連結会計年度より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に

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 12,362,085千円でありま

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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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）

　「リース債務」は、前中間連結会計期間まで、流動負債

の「その他」（前中間連結会計期間236,996千円）に含め

て表示しておりましたが、当中間連結会計期間において、

金額的に重要性が増したため、１年内リース債務（当中

間連結会計期間81,107千円）は、流動負債の「その他」

に含め、固定負債は区分掲記しております。

 

（中間連結貸借対照表）

 ──────  

 

（中間連結損益計算書）

 ──────  

 

（中間連結損益計算書）

前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました営業外

費用の「手形売却損」（当中間連結会計期間3,081千円）

は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、営

業外費用の「その他」に含めております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

営業活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産除

却損」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示

しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「有形固定資産除却損」は47,674千円であります。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

 ──────  

 

追加情報

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）

 ───────

 

 

 ───────

 

 

（ 在外連結子会社の機能通貨変更に

伴う利益剰余金減少高）

在外連結子会社であるENOMOTO 

PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.は、

従来現地通貨であるフィリピンペソで

財務諸表を作成しておりましたが、同

社の機能通貨が米ドルであることに鑑

み、フィリピン政府の認可に基づき、

当連結会計年度より米ドルで財務諸表

を作成することに変更いたしまし

た。

　この結果、利益剰余金は299,513千

円減少しております。
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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．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  

担保に対応する債務 担保に対応する債務 担保に対応する債務

長期借入金 1,266,222千円

(１年内返済予定額含む)

長期借入金 1,004,076千円

(１年内返済予定額含む)

長期借入金 1,276,306千円

(１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．手形割引高 743,398千円 　２．手形割引高 211,059千円 　２．手形割引高 519,464千円

※３．当社については、「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。

※３．当社については、「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。

※３．当社については、「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

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

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

※４　　　　　　───── ※４　中間連結会計期末日満期手形等

　中間連結会計期末日満期手形等の会計

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。当中間連結期末日満期手形等の

金額は、次のとおりであります。

※４　　　　　　─────

 

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。
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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主要な

費目及び金額は次のとおりであり

ます。

運賃搬送費 113,993千円

荷造費 89,669千円

給与手当 370,047千円

役員退職慰労引

当金繰入額
14,800千円

賞与引当金繰入

額
59,039千円

退職給付費用 26,325千円

減価償却費 35,164千円

運賃搬送費 141,769千円

荷造費 111,609千円

給与手当 374,643千円

役員退職慰労引

当金繰入額
11,050千円

賞与引当金繰入

額
72,623千円

退職給付費用 19,632千円

減価償却費 29,246千円

運賃搬送費 251,199千円

荷造費 198,364千円

給与手当 806,663千円

役員退職慰労引

当金繰入額

29,600千円

賞与引当金繰入

額

62,087千円

退職給付費用 45,042千円

減価償却費 59,012千円

※２．固定資産売却益 ※２．固定資産売却益 ※２．固定資産売却益

機械装置及び運

搬具
2,552千円

工具器具備品 5,781千円

土地 4,149千円

計 12,483千円

機械装置及び運

搬具
11,572千円

工具器具備品 1,110千円

計 12,683千円

機械装置及び運

搬具

63,431千円

工具器具備品 7,105千円

その他 4,150千円

計 74,687千円

※３．固定資産売却損 ※３．固定資産売却損 ※３．固定資産売却損

機械装置及び運

搬具
9,200千円

工具器具備品 1,752千円

　計 10,953千円

機械装置及び運

搬具
1,608千円

機械装置及び運

搬具

17,610千円

工具器具備品 15,051千円

計 32,661千円

※４．固定資産除却損 ※４．固定資産除却損 ※４．固定資産除却損

機械装置及び運

搬具
46,904千円

工具器具備品 28,409千円

その他 232千円

計 75,546千円

機械装置及び運

搬具
22,438千円

工具器具備品 14,550千円

計 36,989千円

機械装置及び運

搬具

82,390千円

工具器具備品 38,605千円

その他 1,658千円

計 122,655千円

※５．　　 ────── ※５．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。

※５．　　 ──────

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

　当社グループは、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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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘

定
744,531千円

預金期間が３か

月を超える定期

預金

－千円

現金及び現金同

等物
744,531千円

現金及び預金勘

定
1,638,110千円

預金期間が３か

月を超える定期

預金

－千円

現金及び現金同

等物
1,638,110千円

現金及び預金勘

定
1,132,909千円

預金期間が３か

月を超える定期

預金

－千円

現金及び現金同

等物
1,132,909千円
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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

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 15,348 － － 15,348

合計 15,348 － － 15,348

自己株式

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。

 

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

（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 76,698 5.00  平成18年３月31日  平成18年６月30日

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

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
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10日

取締役会
普通株式 92,033 利益剰余金 6.00  平成18年９月30日  平成18年12月11日
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１．リース物件の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）

機械装置及び運
搬具

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）

機械装置及び運
搬具

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）

機械装置及び運
搬具

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

１年内 88,035千円

１年超 262,010千円

合計 350,046千円

 

（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。

１年内 89,631千円

１年超 182,437千円

合計 272,068千円

 

（減損損失について）
同左

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）
同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末　（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
取得原価（千円）

中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 217,385 453,751 236,365

(2)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 217,385 453,751 236,365

２．時価のない主な有価証券の内容

 
前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 22,610

非上場内国債券 70,000

当中間連結会計期間末　（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
取得原価（千円）

中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 227,988 527,616 299,628

(2)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 227,988 527,616 299,628

２．時価のない主な有価証券の内容

 
当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 984

非上場内国債券 35,000
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前連結会計年度末　（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
取得原価（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1)株式 222,592 566,644 344,052

(2)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 222,592 566,644 344,052

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 22,610

非上場株式 70,000

③　デリバティブ取引

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）

　当社グループは、ヘッジ会計が適用されている以外はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項は

ありません。

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）

　当社グループは、ヘッジ会計が適用されている以外はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項は

ありません。

前連結会計年度　　（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社グループは、ヘッジ会計が適用されている以外はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項は

ありません。

－ 27 －



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、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当連結グループはプレス加工品関連

事業を主に営んでおり、事業区分が単一セグメントのため、記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

 
日本

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ 売上高及び営業利益      

売上高      

（1）外部顧客に対する売上高 6,261,797 3,905,857 10,167,655 － 10,167,655

（2）セグメント間の内部売上高 382,347 135,776 518,124 (518,124) －

計 6,644,145 4,041,634 10,685,779 (518,124) 10,167,655

営業費用 6,445,648 3,787,365 10,233,014 (518,203) 9,714,810

営業利益 198,497 254,268 452,765 79 452,844

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……シンガポール・フィリピン・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）

 
日本

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ 売上高及び営業利益      

売上高      

（1）外部顧客に対する売上高 6,956,654 4,683,877 11,640,532 － 11,640,532

（2）セグメント間の内部売上高 562,418 117,890 680,308 (680,308) －

計 7,519,072 4,801,767 12,320,840 (680,308) 11,640,532

営業費用 7,194,997 4,280,439 11,475,436 (680,465) 10,794,971

営業利益 324,075 521,328 845,403 157 845,560

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……シンガポール・フィリピン・中国
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前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

 
日本

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ 売上高及び営業利益      

売上高      

（1）外部顧客に対する売上高 13,080,274 8,325,279 21,405,553 － 21,405,553

（2）セグメント間の内部売上高 851,318 262,807 1,114,125 (1,114,125) －

計 13,931,592 8,588,086 22,519,679 (1,114,125) 21,405,553

営業費用 13,424,518 8,034,417 21,458,935 (1,114,425) 20,344,510

営業利益 507,074 553,669 1,060,743 299 1,061,042

　（注）１．国又は地域は、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。

アジア……シンガポール・フィリピン・中国

ｃ．海外売上高

  アジア 中南米 北米 その他 計

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)

Ⅰ　海外売上高

（千円）
4,475,544 347,415 15,091 3,385 4,841,437

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － 10,167,655

Ⅲ　海外売上高の連

結売上高に占め

る割合（％）

44.0 3.4 0.1 0.0 47.6

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)

Ⅰ　海外売上高

（千円）
5,322,741 127,199 3,022 － 5,452,963

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － 11,640,532

Ⅲ　海外売上高の連

結売上高に占め

る割合（％）

45.7 1.0 0.0 0.0 46.8

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)

Ⅰ　海外売上高

（千円）
9,581,613 469,866 36,368 3,385 10,091,234

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － 21,405,553

Ⅲ　海外売上高の連

結売上高に占め

る割合（％）

44.7 2.2 0.2 0.0 47.1

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア……台湾・韓国・タイ・シンガポール・フィリピン・マレーシア・中国

(2）中南米……メキシコ

(3）北米………アメリカ

(4）その他……イギリス・ベルギー

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

－ 29 －



（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 725円77銭

１株当たり中間純利益

金額
13円48銭

１株当たり純資産額 805円93銭

１株当たり中間純利益

金額
28円86銭

１株当たり純資産額 788円07銭

１株当たり当期純利益

金額
37円90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（千円） 206,919 442,640 581,498

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）
206,919 442,640 581,498

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）

────── ────── 　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）

（当連結会計年度売上高412百万円）

をＴＨＫ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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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における生産実績を、部門ごとに示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 生産高（千円） 前年同期比（％）

金属プレス品部門

リードフレーム関連 5,363,117 9.6

コネクタ関連 3,765,632 25.3

計 9,128,750 15.6

射出成形品部門 2,276,514 30.2

その他 300,411 △35.0

合計 11,705,676 15.8

　（注）１．金額は販売価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当中間連結会計期間における受注状況を、部門ごとに示すと次のとおりであります。

事業部門の名称
受注高 受注残高

金額（千円） 前年同期比（％） 金額（千円） 前年同期比（％）

金属プレス品

部門

リードフレーム関連 5,610,673 9.4 1,068,791 18.4

コネクタ関連 3,881,061 25.6 875,602 43.5

計 9,491,734 15.4 1,944,393 28.5

射出成形品部門 2,295,268 13.8 431,546 △9.9

その他 146,221 △71.2 100,007 △14.2

合計 11,933,223 11.0 2,475,946 17.4

　（注）１．金額は販売価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　当中間連結会計期間における販売実績を、部門ごとに示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 販売高（千円） 前年同期比（％）

金属プレス品部門

リードフレーム関連 5,392,137 9.3

コネクタ関連 3,751,851 23.7

計 9,143,988 14.8

射出成形品部門 2,244,616 28.4

その他 251,926 △45.1

合計 11,640,532 14.4
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