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１．１８年９月中間期の業績（平成１８年４月１日～平成１８年９月３０日） 
(1)経営成績 

 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 
１７年９月中間期 

         5,846      4.8 
         5,575      0.2 

           419     75.7 
           238     45.3 

           384     56.3 
           245     39.0 

１８年３月期         11,405            521            469 
 

 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 
１７年９月中間期 

           207     43.4 
           144     98.8 

                   7.18 
                   5.00 

― 
― 

１８年３月期            257                    8.91 ― 
 (注)①持分法投資損益 18年9月中間期      9百万円 17年9月中間期    △7百万円 18年3月期      2百万円 
     ②期中平均株式数 18年9月中間期 28,909,203株 17年9月中間期 28,917,420株 18年3月期 28,915,119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)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 
１７年９月中間期 

18,219 
17,985 

11,782 
11,460 

64.7 
63.7 

407.59 
396.36 

１８年３月期 18,235 12,055 66.1 416.98 
 (注)①期末発行済株式数 18年9月中間期 28,906,028株 17年9月中間期 28,914,835株 18年3月期 28,911,525株 
     ②期末自己株式数  18年9月中間期  2,401,368株 17年9月中間期  2,392,561株 18年3月期  2,395,871株 
 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による         
キャッシュ･フロー 

投資活動による         
キャッシュ･フロー

財務活動による         
キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

34 
543 

△694 
△849 

△145 
△145 

2,127 
3,197 

１８年３月期 1,645 △1,214 △1,146 2,932 
 
２．１９年３月期の業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通 期 12,800 650 350 

 

 (参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  12円 10銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 

１８年３月期 ― ― ― 5.00 ― 5.00 

１９年３月期（実績） ― ― ― ― ― 

１９年３月期（予想） ― ― ― 5.00 ― 
5.00 

 
※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は

今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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企業集団の状況 

 

 当グループ(当社及び当社の関係会社)は、非連結子会社１社、関連会社１社及びその他の関係会社

１社で構成されております。また、当グループが営んでいる主な事業内容と、各関係会社の当該事業

に係る位置付けは、次のとおりです。 

 

(1) 金属加工品及びプレス 

 当社は、各種金属加工品及びプレスを製造販売しております。これらの製品の一部について、株

式会社アステックス(非連結子会社)に加工を委託しております。 

(2) 銃弾 

 当社は、防衛庁向けを中心とする小口径銃弾を製造販売しております。この小口径銃弾の主要構

成部品である雷管を昭和金属工業株式会社(関連会社)から購入しております。 

 

 また、当社の主要株主でありますオークマ株式会社が、その他の関係会社に該当しております。 

 上記以外に、当社は航空機部品、自動組立機及びばね成形機を製造販売しております。 

 

 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成11年大蔵省令第24号)第５条第２項

により、子会社の資産、売上高等について当社と比較した結果、重要性が乏しいものとして、中間連

結財務諸表は作成しておりません。 

 



- 3 - 

経営方針 

 

１．会社の経営の基本方針 

 当社は、「信用第一として、良い製品をより安くつくり、タイミング良く顧客に提供する」こと

を経営方針とし、この方針に基づき、価格・品質・納期・安全の全てにおいて最高水準を確保した

製品を生産・供給し社会の繁栄発展に寄与することが、事業の使命であると考えております。 

 この使命を果たすため、メーカーとして市場の声に基づいた技術開発が不可欠であるとの認識の

もと、研究開発体制の強化に努め、顧客の最新のニーズを常に収集し、新技術・新製品の開発に積

極的に取り組んでおります。 

 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、常に企業価値を高める努力をするとともに、適正な利益配当を続けるという株主価値を

高める経営を行うことを基本に考えております。 

 

３．目標とする経営指標 

 当社は、収益面での経営指標を重視しておりますので、売上高を伸ばしながら、かつ継続的にコ

ストダウンに努め、営業利益率、経常利益率を高めることで高収益企業として成長し続けてまいり

たいと考えております。 

 

４．中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、コストダウンを絶えず実践し収益力の向上に努めるとともに、新製品開発の取り組みと

して、開発から生産にいたるプロセスの効率化による開発期間やリードタイムの短縮及び開発体制

の更なる強化を図ってまいります。 

 部門別としては、金属加工品では水晶振動子関連製品以外の分野への積極的な参入を図り、プレ

スでは電池ケース製造用以外の製品のウエイトを高め、ばね成形機では業界No.1を目指して市場占

有率のアップに取り組んでまいります。 

 

５．会社の対処すべき課題 

 金属加工品部門においては、一層の高精度化を進めるとともに、従来技術では成形が困難とされ

てきた素材のプレス成形・量産技術の開発に努め、また機械部門においては、顧客にとってよりコ

ストパフォーマンスの高い、よりご満足いただける製品の開発を進めてまいります。 

 

６．その他、会社の経営上の重要な事項 

 該当事項はありません。 
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経営成績及び財政状態 

 

１．経営成績 

 

 (1) 当中間期の概況 

 当中間期におけるわが国経済は、原油価格や原材料価格の高騰が長期化するなどのマイナス要

因はあったものの、企業収益の改善や民間設備投資の拡大、雇用情勢の好転など、回復基調で推

移いたしました。 

 このような状況のもと当社におきましては、原材料価格の高騰への対処として、コストダウン

を推進しながら製品価格への転嫁などに努め、また売上の拡大に向けて、顧客ニーズにあった新

製品開発へ注力するとともに、積極的な営業活動を展開してまいりました。 

 以上の結果、当中間期の売上高は58億４千６百万円と前年同期比4.8％の増加となり、経常利益

は３億８千４百万円と前年同期比56.3％の増加、中間純利益は２億７百万円と前年同期比43.4％

の増加となりました。 

 以下、部門別の売上高についてご説明申しあげます。 

 「金属加工品」につきましては、携帯電話向けの水晶振動子ケースが堅調に推移するとともに、

自動車業界向け部品が増加し、また新製品の売上も好調なことなどから22億４千１百万円と前年

同期比5.4％の増加となりました。「プレス」につきましては、輸出向け電池加工用と国内向け自

動車部品加工用プレスの増加により10億９千２百万円と前年同期比19.8％の増加となりました。

「銃弾」につきましては、前年同期比13.3％減少の９億７千７百万円となりました。「航空機部

品」につきましては、ボーイング機種などの増産により４億９千万円と前年同期比43.1％の増加

となりました。「自動組立機」につきましては、自動車用加工設備の需要が一段落したため、４

億４千４百万円と前年同期比14.2％の減少となりました。「ばね成形機」につきましては、前年

同期比5.8％減少の４億４千３百万円となりました。 

 

 (2) 通期の見通し 

 今後のわが国経済は、引き続き企業収益の改善や民間設備投資の増加に支えられて、回復基調

で推移すると見込まれるものの、原油価格や原材料価格の高騰、米国経済の減速、為替・金利動

向などの不安要素が懸念されることから、先行きについて楽観視はできない状況にあります。 

 このような情勢のもと、当社では、引き続きコスト削減活動の徹底を継続するとともに、きめ

細かな営業活動を通じて顧客ニーズを把握し、これに合致した製品の提供により市場の深耕を図

り、また積極的な新規市場の開拓等を推進して、より一層の業績向上の実現に努めてまいります。 

 なお、通期の業績といたしましては、売上高128億円、経常利益６億５千万円、当期純利益３億 

５千万円を見込んでおります。 
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２．財政状態 

 

 (1) キャッシュ･フローの状況 

 当中間期における現金及び現金同等物(以下｢資金｣という)は21億２千７百万円となり、前期末

より８億５百万円減少しました。 

 各キャッシュ･フローの状況は、以下のとおりとなっております。 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

 営業活動による資金の増加は３千４百万円となりました。これは主に、たな卸資産及び売上

債権の増加により資金が減少したものの、税引前中間純利益で３億５千５百万円及び減価償却

費で３億８千５百万円計上したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

 投資活動による資金の減少は６億９千４百万円となりました。これは主に、有形固定資産の

取得で６億７千１百万円支出したことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

 財務活動による資金の減少は１億４千５百万円となりました。これは主に、配当金の支払い

で１億４千４百万円支出したことによるものです。 

 

 (2) キャッシュ･フロー指標のトレンド 

17年３月期 18年３月期 19年３月期
 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率(％) 63.0 62.2 63.7 66.1 64.7

時価ベースの自己資本比率(％) 27.3 37.0 43.7 47.9 39.3

債務償還年数(年) 4.0 3.3 2.2 0.9 20.7

インタレスト･カバレッジ･レシオ 44.1 31.9 34.6 72.8 3.9

※ 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 株式時価総額は、中間期末(期末)株価終値×中間期末(期末)発行済株式数(自己株式控除

後)により算出しております。 

   ② 営業キャッシュ･フローは、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、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を

支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ･

フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

   ③ 債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ･フローを年額にするため２倍してお

ります。 
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３．事業等のリスク 

 

(1) 銃弾製造に関するリスク 

 銃弾は、その納入先のほぼ100％が防衛庁であり、当社の売上高に占める割合は毎年20％超と、

当社業績における重要度はきわめて高いものがあります。しかし、官需という性質上、売上高は

政府の予算執行に左右され、今後の政府の政策等の変更によって発注額が大きく減少した場合、

当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

 

(2)金属材料の価格高騰に関するリスク 

 ニッケル、鉄、銅等の金属材料の価格が平成15年度後半から世界的に急騰しており、この傾向

は平成18年度下期においても継続するものと思われます。これら金属材料の価格高騰は当社の精

密金属加工品の利益率の低下を招き、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

 

(3) 大規模地震発生に関するリスク 

 当社の本社工場が位置する東海地方は、東海地震、東南海地震等大規模地震の発生する可能性

が高いと言われております。これら、大規模地震が発生した場合には、工場・生産設備等の毀損、

通信・交通網の遮断等により、生産、物流などに支障をきたし、当社の業績及び財政状態に大き

な影響を与える可能性があります。 

 



中間財務諸表等

１．中間貸借対照表

単位：千円(未満切捨)

(△は減)

金額 構成比 金額 構成比 金額 金額 構成比

％ ％ ％

9,168,535 50.3 9,918,290 55.1 △749,755 9,288,600 50.9 

2,127,926 3,197,222 △1,069,296 2,932,956

963,281 399,346 563,935 747,370

2,529,571 3,200,739 △671,168 2,517,599

261,750 158,632 103,118 181,685

583,342 467,572 115,770 588,947

2,166,448 1,971,379 195,069 1,796,525

356,056 360,403 △4,347 351,270

9,953 12,811 △2,858 3,818

124,910 120,170 4,740 140,318

45,293 30,011 15,282 28,108

9,051,179 49.7 8,066,875 44.9 984,304 8,947,116 49.1 

6,169,876 33.9 5,374,652 29.9 795,224 5,621,397 30.8 

1,851,353 1,925,853 △74,500 1,872,011

134,129 148,022 △13,893 139,323

3,195,546 2,465,907 729,639 2,355,629

41,598 37,318 4,280 33,829

201,617 172,656 28,961 169,321

408,235 408,235 － 408,235

337,395 216,657 120,738 643,045

69,609 0.4 52,634 0.3 16,975 54,132 0.3 

67,577 50,473 17,104 52,046

2,032 2,161 △129 2,085

2,811,693 15.4 2,639,587 14.7 172,106 3,271,587 18.0 

1,597,874 1,457,740 140,134 1,760,218

765,303 665,088 100,215 1,156,619

8,022 9,738 △1,716 8,859

7,472 11,480 △4,008 9,482

15,581 12,046 3,535 16,940

2,936 2,489 447 4,218

98,705 154,266 △55,561 －

300,000 300,000 － 300,000

38,052 38,821 △769 38,812

△22,256 △12,083 △10,173 △23,565

18,219,714 100.0 17,985,165 100.0 234,549 18,235,716 100.0 

期別

無形固定資産

貯蔵品

科目

その他の流動資産

繰延税金資産

車両運搬具

売掛金

前払費用

製品

貸倒引当金

破産債権、再生債権

長期前払費用

繰延税金資産

その他の投資

長期定期預金

ソフトウェア

固定資産

前期

平成17年９月30日現在 平成18年３月31日現在

当中間期 前年中間期 増減

平成18年９月30日現在

受取手形

資産合計

流動資産

現金及び預金

(資産の部)

従業員に対する長期貸付金

工具器具備品

土地

建設仮勘定

関係会社に対する長期貸付金

原材料

仕掛品

構築物

機械及び装置

有形固定資産

建物

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式

施設利用権
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単位：千円(未満切捨)

(△は減)

金額 構成比 金額 構成比 金額 金額 構成比

％ ％ ％

5,132,729 28.2 5,276,299 29.3 △143,570 4,755,428 26.1 

1,365,297 1,370,869 △5,572 1,284,944

791,426 605,356 186,070 692,120

1,440,000 1,440,000 － 1,440,000

－ 1,000,000 △1,000,000 －

212,135 198,158 13,977 222,374

177,850 144,447 33,403 147,031

145,295 125,781 19,514 186,619

9,250 37,981 △28,731 34,317

46,397 1,014 45,383 63,556

15,960 14,615 1,345 14,977

232,033 226,332 5,701 256,412

695,422 111,741 583,681 412,567

1,660 － 1,660 506

1,304,964 7.1 1,248,024 7.0 56,940 1,424,627 7.8 

－ － － 131,510

1,104,680 1,079,862 24,818 1,109,650

200,283 168,162 32,121 183,466

6,437,694 35.3 6,524,323 36.3 △86,629 6,180,055 33.9 

－ － 4,175,416 23.2 △4,175,416 4,175,416 22.9 

－ － 3,468,425 19.3 △3,468,425 3,468,579 19.0 

－ 3,468,202 △3,468,202 3,468,202

－ 222 △222 376

－ 222 △222 376

－ － 3,406,704 18.9 △3,406,704 3,519,596 19.3 

－ 449,500 △449,500 449,500

－ 2,398,612 △2,398,612 2,398,612

－ 6,112 △6,112 6,112

－ 2,392,500 △2,392,500 2,392,500

－ 558,591 △558,591 671,483

－ － 735,014 4.1 △735,014 1,217,931 6.7 

－ － △324,718 △1.8 324,718 △325,862 △1.8 

－ － 11,460,841 63.7 12,055,661 66.1 

－ － 17,985,165 100.0 18,235,716 100.0 

その他資本剰余金

自己株式処分差益

増減

負債合計

(資本の部)

資本準備金

前受金

預り金

平成18年３月31日現在

期別

科目

１年以内償還予定の社債

前期

(負債の部)

平成18年９月30日現在 平成17年９月30日現在

当中間期 前年中間期

資本合計

賞与引当金

設備関係支払手形

その他の流動負債

固定負債

繰延税金負債

退職給付引当金

役員退職金引当金

資本金

資本剰余金

負債及び資本合計

流動負債

支払手形

買掛金

短期借入金

未払金

未払費用

未払法人税等

未払消費税等

利益剰余金

固定資産圧縮積立金

利益準備金

自己株式

別途積立金

中間(当期)未処分利益

その他有価証券評価差額金

任意積立金

△17,985,165

△11,460,841
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単位：千円(未満切捨)

(△は減)

金額 構成比 金額 構成比 金額 金額 構成比

増減

平成18年３月31日現在

期別

科目

前期

平成18年９月30日現在 平成17年９月30日現在

当中間期 前年中間期

％ ％ ％

10,899,407 59.8 － － 10,899,407 － － 

4,175,416 － 4,175,416 －

3,468,653 － 3,468,653 －

3,468,202 － 3,468,202 －

450 － 450 －

3,582,687 － 3,582,687 －

449,500 － 449,500 －

3,133,187 － 3,133,187 －

5,679 － 5,679 －

2,392,500 － 2,392,500 －

735,008 － 735,008 －

△327,350 － △327,350 －

882,612 4.9 － － 882,612 － － 

883,610 － 883,610 －

△998 － △998 －

11,782,020 64.7 － － 11,782,020 － － 

18,219,714 100.0 － － 18,219,714 － － 

(純資産の部)

株主資本

資本金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

別途積立金

資本剰余金

資本準備金

その他資本剰余金

利益剰余金

純資産合計

負債及び純資産合計

その他有価証券評価差額金

繰越利益剰余金

自己株式

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

利益準備金
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２．中間損益計算書

単位：千円(未満切捨)

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減比 金額 百分比

％ ％ ％ ％

5,846,330 100.0 5,575,876 100.0 270,454 4.8 11,405,825 100.0 

4,752,076 81.3 4,685,397 84.0 66,679 1.4 9,544,383 83.7 

1,094,254 18.7 890,478 16.0 203,776 22.8 1,861,442 16.3 

674,614 11.5 651,700 11.7 22,914 3.5 1,339,755 11.7 

419,639 7.2 238,778 4.3 180,861 75.7 521,686 4.6 

67,300 1.2 34,819 0.6 32,481 93.2 61,196 0.5 

( 26,103 ) ( 15,057 ) ( 11,046 ) ( 22,067 )

( 41,196 ) ( 19,761 ) ( 21,435 ) ( 39,129 )

102,474 1.8 27,703 0.5 74,771 269.9 113,452 1.0 

( 4,609 ) ( 11,550 ) ( △6,941 ) ( 16,992 )

( 97,865 ) ( 16,152 ) ( 81,713 ) ( 96,460 )

384,464 6.6 245,894 4.4 138,570 56.3 469,430 4.1 

1,358 0.0 4,068 0.1 △2,710 △66.6 15,195 0.1 

( 1,358 ) ( － ) ( 1,358 ) ( － )

( － ) ( 4,068 ) ( △4,068 ) ( 15,195 )

30,243 0.5 － － 30,243 － 33,437 0.3 

( 20,116 ) ( － ) ( 20,116 ) ( 9,145 )

( 10,127 ) ( － ) ( 10,127 ) ( 23,702 )

( － ) ( － ) ( － ) ( 589 )

355,580 6.1 249,963 4.5 105,617 42.2 451,189 3.9 

140,309 2.4 112,716 2.0 27,593 24.4 255,758 2.2 

7,621 0.1 △7,532 △0.1 15,153 － △62,241 △0.6 

207,648 3.6 144,779 2.6 62,869 43.4 257,672 2.3 

－ 413,811 － 413,811

－ 558,591 － 671,483

固定資産除却損

投資有価証券売却益

前期繰越利益

投資有価証券評価損

中間(当期)未処分利益

期別

科目

税引前中間(当期)純利益

法人税､住民税及び事業税

法人税等調整額

中間(当期)純利益

特別損失

営業外収益

固定資産売却損

経常利益

特別利益

貸倒引当金戻入益

受取利息及び配当金

雑収入

営業外費用

支払利息

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

雑支出

増減

売上高

売上原価

前期

自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日

当中間期

自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日

前年中間期

自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日 (△は減)

- 10 -



３．中間株主資本等変動計算書

単位：千円(未満切捨)

固定資産
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高 4,175,416 3,468,202 376 3,468,579 449,500 6,112 2,392,500 671,483 3,519,596 △325,862 10,837,729

当中間期変動額

固定資産圧縮積立金の
取崩　　　　　(注)１

－ － － － － △433 － 433 － － －

剰余金の配当　(注)２ － － － － － － － △144,557 △144,557 － △144,557

中間純利益 － － － － － － － 207,648 207,648 － 207,648

自己株式の取得 － － － － － － － － － △1,565 △1,565

自己株式の処分 － － 73 73 － － － － － 77 151

株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)

－ － － － － － － － － － －

当中間期変動額合計 － － 73 73 － △433 － 63,524 63,091 △1,487 61,677

平成18年９月30日残高 4,175,416 3,468,202 450 3,468,653 449,500 5,679 2,392,500 735,008 3,582,687 △327,350 10,899,407

平成18年３月31日残高 1,217,931 － 1,217,931 12,055,661

当中間期変動額

固定資産圧縮積立金の
取崩　　　　　(注)１

－ － － －

剰余金の配当　(注)２ － － － △144,557

中間純利益 － － － 207,648

自己株式の取得 － － － △1,565

自己株式の処分 － － － 151

株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)

△334,320 △998 △335,318 △335,318

当中間期変動額合計 △334,320 △998 △335,318 △273,640

平成18年９月30日残高 883,610 △998 882,612 11,782,020

（注）１．平成18年６月29日開催の定時株主総会で決議された利益処分に伴う取崩293千円、及び当中間期にかかる取崩139千円です。

　　　２．平成18年６月29日開催の定時株主総会で決議された利益処分によるものです。

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金 自己株式
株主資本
合計利益剰余金

合計
利益準備金

資本剰余金
合計

資本準備金
資本金

その他
資本剰余金

繰延ヘッジ
損益

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

評価・換算差額等
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４．中間キャッシュ･フロー計算書

単位：千円(未満切捨)

当中間期 前年中間期 前期

自 平成18年４月１日 自 平成17年４月１日 自 平成17年４月１日

至 平成18年９月30日 至 平成17年９月30日 至 平成18年３月31日

金額 金額 金額

355,580   249,963   451,189   

385,636   364,618   748,674   

△1,308   67   11,549   

△24,379   △27,938   2,141   

△4,969   3,457   33,245   

16,817   9,964   25,268   

△26,103   △15,057   △22,067   

4,609   11,550   16,992   

－   △4,068   △15,195   

－   －   589   

20,116   1,367   16,155   

8,031   3,148   47,036   

△227,883   427,538   762,654   

△449,168   △266,581   △227,022   

179,660   △22,472   △21,634   

△37,972   △28,194   76,951   

198,666   707,362   1,906,528   

26,103   15,057   22,067   

△8,811   △15,681   △22,604   

△181,187   △163,464   △260,199   

34,770   543,274   1,645,791   

－   △300,000   △300,000   

△671,949   △440,718   △825,545   

6,442   620   5,526   

△29,006   △12,648   △20,724   

△2,428   △121,877   △124,007   

－   21,956   43,869   

837   860   1,739   

2,009   1,985   3,983   

△80   486   486   

△694,173   △849,334   △1,214,670   

－   －   △1,000,000   

△1,565   △1,300   △2,566   

151   －   276   

△144,259   △143,757   △144,215   

△145,672   △145,057   △1,146,505   

46   －   －   

△805,029   △451,118   △715,384   

2,932,956   3,648,340   3,648,340   

2,127,926   3,197,222   2,932,956   

税引前中間(当期)純利益

減価償却費

貸倒引当金の増減額(減少:△)

期別

科目

(1) 営業活動によるキャッシュ･フロー

賞与引当金の増減額(減少:△)

退職給付引当金の増減額(減少:△)

役員退職金引当金の増減額(減少:△)

受取利息及び受取配当金

支払利息

投資有価証券売却損益(売却益:△)

投資有価証券評価損

有形固定資産売却損益(売却益:△)

仕入債務の増減額(減少:△)

その他の増減額

小計

有形固定資産廃棄除却損

売上債権の増減額(増加:△)

たな卸資産の増減額(増加:△)

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ･フロー

(2) 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

有形固定資産の売却による収入

長期定期預金の預入による支出

無形固定資産の取得による支出

投資有価証券の取得による支出

投資有価証券の売却による収入

(3) 財務活動によるキャッシュ･フロー

自己株式の売却による収入

従業員長期貸付金の回収による収入

その他の収支

投資活動によるキャッシュ･フロー

関係会社長期貸付金の回収による収入

自己株式の取得による支出

社債の償還による支出

(6) 現金及び現金同等物の期首残高

(7) 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高

配当金の支払額

財務活動によるキャッシュ･フロー

(5) 現金及び現金同等物の増減額

(4) 現金及び現金同等物に係る換算差額
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式 

 総平均法による原価法 

② その他有価証券 

ⅰ 時価のあるもの 

 中間期末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

価は総平均法により算定) 

ⅱ 時価のないもの 

 総平均法による原価法 

(2) たな卸資産 

① 製品・仕掛品 

 総平均法による原価法及び個別法による原価法 

② 原材料・貯蔵品 

 移動平均法による原価法 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっております。なお、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

は、定額法によっております。 

 主な耐用年数は以下のとおりです。 

① 建物及び構築物 ････････････ 10～50年 

② 機械装置及び車両運搬具 ････ ４～12年 

③ 工具器具備品 ･･････････････ ２～６年 

(2) 無形固定資産 

 定額法によっております。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。 

 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に充てるため、労働組合との協定に基づく期間対応額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当中間期負担額を計上することとして

おります。 
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(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、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、当中間期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。 

 会計基準変更時差異(512,728千円)は、15年による均等額を費用処理しております。 

 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

(主として15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。 

(5) 役員退職金引当金 

 役員の退職金支給に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額の100％を計上しております。 

 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。 

 

５．リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

６．ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

① ヘッジ手段 ････ 為替予約 

② ヘッジ対象 ････ 外貨建売上債権及び売上に係る外貨建予定取引 

(3) ヘッジ方針 

 ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジするために、為替予約取引を行っております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。 

 

７．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ヵ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。 

 

８．消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。 
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会計処理方法の変更 

 

１．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

 当中間期より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は11,783,018千円です。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正に伴い、当中間期における貸借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成しております。 

 

２．役員賞与に関する会計基準 

 当中間期より、「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。 

 なお、役員賞与の金額は事業年度の業績等に基づき算定することとなっておりますが、当中間期にお

いては合理的に見積もることが困難なため引当金計上しておりません。 

 

 

 

表示方法の変更 

 前期まで１件当たりの処分金額が僅少な「固定資産廃棄損」及び「固定資産売却損」については営業外

費用に計上しておりましたが、総額で重要性が増したため、当中間期より「固定資産除却損」及び「固定

資産売却損」として特別損失に計上しております。 

 なお、前中間期における固定資産廃棄損は3,148千円、固定資産売却損は1,591千円です。 
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注記事項 

 

１．中間貸借対照表関係 

単位：千円(未満切捨) 

期別 

項目 

当中間期 

平成18年９月30日現在 

前年中間期 

平成17年９月30日現在 

前期 

平成18年３月31日現在 

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 15,286,761 15,448,647 15,287,899 

(2) 担保に供している資産 

    有形固定資産 

 

195,953 

 

214,203 

 

203,833 

(3) 中間期末日満期手形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中間期末日満期手形の

会計処理は、手形交換日を

もって決済処理しており

ます。なお、当中間期末日

が金融機関の休日であっ

たため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に

含まれております。 

 

受取手形   66,481 

－ － 

 

 

 

２．中間損益計算書関係 

単位：千円(未満切捨) 

期別 

 

項目 

当中間期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

前年中間期 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

前期 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

(1) 営業外費用のうち主要なもの 

    雑支出 

     仕掛品廃棄損 

 

 

57,513 

－ 

 

 

29,116 

(2) 減価償却実施額 

    有形固定資産 

    無形固定資産 

 

374,825 

10,811 

 

351,019 

13,599 

 

725,778 

22,895 
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３．中間株主資本等変動計算書関係 

 

 当中間期（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      単位：千株(未満切捨) 

 前期末株式数 当中間期増加株式数 当中間期減少株式数 当中間期末株式数 

発行済株式 

  普通株式 

 

31,307 

 

－ 

 

－ 

 

31,307 

合計 31,307 － － 31,307 

自己株式 

  普通株式 (注) 

 

2,395 

 

6 

 

0 

 

2,401 

合計 2,395 6 0 2,401 

  （注）普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取りによるものであり、減少は単元未満株式の買増し請求による

ものです。 

 

  (2) 配当に関する事項 

   配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 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 144,557千円 5円 平成18年3月31日 平成18年6月29日

 

 

 

４．中間キャッシュ･フロー計算書関係 

単位：千円(未満切捨) 

期別 

 

項目 

当中間期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

前年中間期 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

前期 

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(期

末)残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

 

  現金及び預金勘定 

 

  現金及び現金同等物 

 

 

 

(平成18年９月30日現在)

2,127,926 
 

2,127,926 

 

 

 

(平成17年９月30日現在) 

3,197,222 
 

3,197,222 

 

 

 

(平成18年３月31日現在)

2,932,956 
 

2,932,956 

 

 

 

５．リ－ス取引 

 

  ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 
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６．有価証券 

 

 当中間期（平成18年９月30日） 

 

  (1) その他有価証券で時価のあるもの                         単位：千円(未満切捨) 

 取得原価 中間貸借対照表計上額 差額 

株式 

債券 

その他 

771,933 

－ 

3,351 

2,240,588 

－ 

4,441 

1,468,655 

－ 

1,089 

合計 775,284 2,245,029 1,469,744 

 

  (2) 時価評価されていない｢有価証券｣                         単位：千円(未満切捨) 

 中間貸借対照表計上額 摘要 

子会社株式 

関連会社株式 

その他有価証券 

  非上場株式 

10,000 

39,147 

 

69,001 

 

 

 

 

合計 118,148  

  （注）その他有価証券にかかる減損処理基準 

 時価のある有価証券については時価が取得原価に比し50％以下となった場合に、時価のない有価証券について

は実質価額が取得原価に比し50％以下となった場合に、減損処理を行うこととしております。また、時価のある

有価証券又は時価のない有価証券で、時価又は実質価額が取得原価の30％以上50％未満下落した場合、過去の時

価又は実質価額の推移を勘案して減損処理を行うこととしております。 

 

 

 前年中間期（平成17年９月30日） 

 

  (1) その他有価証券で時価のあるもの                         単位：千円(未満切捨) 

 取得原価 中間貸借対照表計上額 差額 

株式 

債券 

その他 

778,161 

－ 

3,351 

2,000,010 

－ 

4,081 

1,221,848 

－ 

729 

合計 781,513 2,004,091 1,222,578 

 

  (2) 時価評価されていない｢有価証券｣                         単位：千円(未満切捨) 

 中間貸借対照表計上額 摘要 

子会社株式 

関連会社株式 

その他有価証券 

  非上場株式 

10,000 

39,147 

 

69,590 

 

 

 

 

合計 118,737  
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 前期（平成18年３月31日） 

 

  (1) その他有価証券で時価のあるもの                         単位：千円(未満切捨) 

 取得原価 貸借対照表計上額 差額 

株式 

債券 

その他 

769,504 

－ 

3,351 

2,793,875 

－ 

4,815 

2,024,370 

－ 

1,463 

合計 772,856 2,798,690 2,025,833 

 

  (2) 時価評価されていない｢有価証券｣                         単位：千円(未満切捨) 

 貸借対照表計上額 摘要 

子会社株式 

関連会社株式 

その他有価証券 

  非上場株式 

10,000 

39,147 

 

69,001 

 

 

 

 

合計 118,148  

  （注）その他有価証券で時価のない株式について589千円の減損処理を行っております。 

 

 

 

７．デリバティブ取引 

 

  ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

 

８．ストック･オプション等 

 

  ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

 

９．持分法損益等 

単位：千円(未満切捨) 

期別 

 

項目 

当中間期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

前年中間期 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

前期 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

関連会社に対する投資の金額 

持分法を適用した場合の投資の金額 

持分法を適用した場合の投資利益又は 

投資損失(△)の金額 

39,147 

201,690 

 

9,765 

39,147 

186,824 

 

△7,309 

39,147 

196,212 

 

2,080 

 



生産、受注及び販売の状況

１．生産実績

単位：千円(未満切捨)

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

2,250,569 38.0 2,074,310 37.3 4,211,625 36.9

1,092,080 18.4 911,441 16.4 1,762,378 15.4

1,043,499 17.6 1,161,894 20.9 2,582,642 22.6

490,819 8.3 342,857 6.2 795,212 7.0

444,124 7.5 517,903 9.3 867,882 7.6

443,058 7.5 470,679 8.5 988,775 8.7

156,824 2.7 78,718 1.4 202,054 1.8

5,920,976 100.0 5,557,805 100.0 11,410,571 100.0

（注）１．金額は販売価額によっております。

　　　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

単位：千円(未満切捨)

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

2,612,199 736,226 2,104,896 406,265 4,176,931 365,918

1,086,376 1,381,938 900,905 1,021,566 2,117,918 1,387,642

60,515 2,171,167 74,215 1,368,786 3,215,622 3,088,438

491,935 5,416 342,874 8,853 790,677 4,300

339,397 345,411 357,263 372,553 784,826 450,137

646,282 430,081 469,955 167,618 1,048,399 226,857

120,466 14,602 105,134 39,679 239,497 50,707

5,357,173 5,084,844 4,355,245 3,385,323 12,373,872 5,574,001

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

ばね成形機

合計

航空機部品

その他

ばね成形機

品名

合計

至 平成18年９月30日 至 平成17年９月30日

金属加工品

航空機部品

その他

銃弾

プレス

自動組立機

至 平成17年９月30日

自動組立機

当中間期 前年中間期

至 平成18年３月31日

期別

金属加工品

銃弾

プレス

前期

自 平成18年４月１日 自 平成17年４月１日 自 平成17年４月１日

前期

自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日
品名

期別
当中間期

自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日

前年中間期

自 平成17年４月１日
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３．販売実績

単位：千円(未満切捨)

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

2,241,890 38.3 2,126,350 38.1 4,238,733 37.2

1,092,080 18.7 911,441 16.4 1,762,378 15.4

977,785 16.7 1,127,925 20.2 2,549,680 22.3

490,819 8.4 342,857 6.2 795,212 7.0

444,124 7.6 517,903 9.3 867,882 7.6

443,058 7.6 470,679 8.4 989,883 8.7

156,571 2.7 78,718 1.4 202,054 1.8

5,846,330 100.0 5,575,876 100.0 11,405,825 100.0

（注）１．最近２中間会計期間の主な輸出先、輸出販売高及び輸出販売高に対する割合は次のとおりです。

金額 割合 金額 割合

％ ％

906,255 80.2 861,785 93.2

141,327 12.5 5,134 0.6

81,789 7.3 57,596 6.2

175 0.0 336 0.0

1,129,547 100.0 924,853 100.0

( 19.3 ％ ) ( 16.5 ％ )

（注）( )内は、総販売実績に対する輸出販売高の割合です。

　　　２．最近２中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりです。

金額 割合 金額 割合

％ ％

970,912 16.6 1,098,317 19.6

616,603 10.5 465,418 8.3

　　　３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

ばね成形機

航空機部品

その他

合計

輸出先

アジア

ヨーロッパ

北アメリカ

その他

前年中間期

 防衛庁

 NEC SCHOTT ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂ株式会社

当中間期

至 平成17年９月30日

前年中間期
相手先

品名

金属加工品

銃弾

プレス

自動組立機

当中間期

合計

前期

自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日

期別
当中間期

自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日

前年中間期

自 平成17年４月１日
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