
１．平成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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  32円91銭 

３．配当状況 

※ 上記に記載した予想数値は、発表日現在において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３ページを参照して下さい。 

平成19年３月期 中間決算短信(非連結) 

平成18年11月14日

上場会社名 日本ギア工業株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 6356 本社所在都道府県 神奈川県 

(URL http://www.nippon-gear.co.jp) 

代表者 役職名 代表取締役社長    氏名  仁野孝治 

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役経理部長 氏名  目黒洋二 

      ＴＥＬ  （0466）45－2100 

決算取締役会開催日 平成18年11月14日 配当支払開始日 平成－年－月－日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）     

(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 4,976 ( 1.7) 445  ( 50.8) 420 ( 74.9)

17年９月中間期 4,892 ( 16.0) 295 (193.3) 240 (389.4)

18年３月期 10,045  633  531  

 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 239  (  6.7) 16 79 － －

17年９月中間期 224 (  －) 15 72 － －

18年３月期 551  38 70 － －

（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 18年９月中間期 14,238,727株 17年９月中間期 14,248,204株 18年３月期 14,245,072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であります。

(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 9,157 4,044 44.2 284 11

17年９月中間期 9,832 3,476 35.4 244 06

18年３月期 10,133 3,925 38.7 275 63

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 14,236,916株 17年９月中間期 14,244,845株 18年３月期 14,240,345株

②期末自己株式数 18年９月中間期   43,084株 17年９月中間期 35,155株 18年３月期  39,655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 627 △162 △774 785

17年９月中間期 15 △21 109 1,397

18年３月期 313 △123 △388 1,093

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 10,200  800  470  

・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 － 3.00 3.00

19年３月期（実績） － －
4.00

19年３月期（予想） － 4.00
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１．企業集団の状況 

 当社の企業集団は、当社及び関連会社１社（持分法非適用会社）で構成されており、バルブ・コントロール、ジャ

ッキ、その他の増減速機、並びに自動車用歯車、特殊車両用歯車、その他各種歯車の製造、販売とこれらに付帯する

保守、サービス等を行っております。 

２．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

 我が社の競争力の源泉は、歯車メーカーとして培ってきたモノづくりに関する固有技術であり、この固有技術を

さらに高度化させ、生産プロセスの革新を図り、未来への技術革新に挑戦するリーディングカンパニーとして、顧

客ニーズを満足する製品及びサービスを提供し社会に貢献する企業を目指すことを経営理念としております。 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、収益力向上による企業体質の強化を図りつつ、株主の皆様に利益を還元することを経営の重点政策の一

つと位置づけており、安定的な配当の継続を基本に、業績に応じた利益の配分、内部留保充実の観点からこれを総

合的に判断しつつ配当を決定しております。 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針等 

 当社は、当社株式の流動性の向上ならびに株主数の増加を資本政策上の重要課題と認識しております。投資単位

の引下げにつきましては、今後は、当社の業績、株価水準、株主数等を総合的に勘案して、必要と判断した場合に

は、適切な対応を図る方針であります。 

（４）目標とする経営指標 

 当社は、厳しい経営環境の中安定した利益を確保するために、収益性及び効率性の両面から体質を強化すること

が重要と捉え、このために経常利益率10％とＲＯＥ（自己資本利益率）15％を経営の主たる指標と考えておりま

す。 

（５）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

 当社の製品は、発電所、上下水、石油プラントなどの設備機器として高度成長と共に大きく生産を伸ばしてきま

した。しかしながら、受注量の減少、価格の引き下げ等厳しい環境に追い込まれています。さらに、社会の成熟に

伴って当社製品の需要も縮小し、競合他社との価格競争も益々激化しております。 

 このような状況の中で、当社製品の需要が停滞傾向にあるとはいえ、まだまだ社会が必要としている製品である

ことは間違いないところであり、取り組み次第では安定した利益を生み出すことは可能と考えております。 

 そのため中期的には、これまで蓄積してきた営業、技術、製造の経営資源を継承する中で、生産性向上の阻害要

因となる下記の課題を解決することが急務と捉えております。  

・歯車メーカーとして、製品、技術、サービスについて強み、弱みを分析し差別化戦略を明確にする。 

・国内競合他社に対し、コスト及び納期で勝てるよう企業体質を強化する。 

・不採算部門の集約を行い、工事部門など収益の中核となる事業を推進する。 

・海外市場では、アジア市場の動向を無視しては成り立たない。技術供与、提携を通じてアジア市場への進出を

図る。 

 また、ＣＳＲ（企業の社会的責任）への取り組みの一環として世界各国で強化されつつある各種規制への対応や

開発、設計、製造の段階で環境に配慮した事業を推進し、平成18年度中にＩＳＯ14001の認証取得を目指して取り

組んでおります。 

（６）親会社に関する事項 

当社は親会社を有していないため該当事項はありません。 

（７）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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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

①当中間会計期間の概況 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速化傾向や原油の高騰による影響が一部に懸念されたも

のの、順調な輸出の伸びと設備投資の増加に支えられて、総じて前期に引き続き緩やかに拡大基調を続けてまい

りました。 

 当社の需要先では、歯車装置部門につきましては、バルブ・コントロールの主要な需要先である電力向けの設

備投資に回復傾向がみられ受注が上向きました。ジャッキ等は、企業の設備投資の意欲を反映して当社製品に対

する需要は引き続き堅調であり受注は増加いたしました。次に歯車部門につきましても、引き続き自動車関連及

び設備関連需要が旺盛で、受注は増加いたしました。また、工事部門につきましては、発電所の定期点検、オー

バーホールが増加しましたが、全体として受注は微増となっております。 

 このような状況のもとで、当社は営業努力を重ねるとともに製品値上げ交渉を精力的におこなった結果、当中

間会計期間の受注高は51億76百万円（前年同期比5.4％増）、売上高は49億76百万円（前年同期比1.7％増）とな

りました。一方、当中間会計期間末における受注残高は31億93百万円（前期末比6.7％増）となりました。 

 これを部門別にみますと、歯車装置部門では、バルブ・コントロールにつきましては、受注高は輸出及び船舶

向けが減少しましたが、パーツ及び原子力向けが増加し、前年同期比4.4％増加いたしました。売上高は原子力

及び船舶向けが増加しましたが、輸出及び石油向けが減少し、前年同期比3.1％減少いたしました。ジャッキに

つきましては、設備投資の増加により受注高及び売上高はそれぞれ前年同期比10.3％及び13.2％増加いたしまし

た。また、その他の増減速機では、受注高はミキサー及びハイスピードが減少しましたが、パーツ及びファンド

ライブが増加し、前年同期比28.3％増加いたしました。売上高はファンドライブ及び特機が増加しましたが、ミ

キサー及びパーツが減少し、前年同期比15.7％減少いたしました。この結果、歯車装置部門全体では前年同期に

比し、受注高は9.5％増加、売上高は2.3％減少いたしました。 

 歯車部門につきましては、受注高は鉄道・船舶用の減少を自動車用が補い前年同期比0.8％の微増となり、売

上高は鉄道・船舶用の減少を自動車用及びその他が補い前年同期比6.7％増加いたしました。 

 工事部門につきましては、受注高は原子力及び化学関係が減少しましたが、火力及び石油・ガス関係が増加

し、前年同期比1.6％増加いたしました。売上高は原子力関係が減少しましたが、火力関係が増加し前年同期比

6.0％増加いたしました。 

 損益面につきましては、受注競争及び低価格志向激化の中で、材料価格の高騰抑制に粘り強い努力を重ねると

ともに採算を重視した営業活動を展開し、原価低減、経費削減に努めた結果、事業の全部門について経常黒字を

達成し、経常利益は４億20百万円（前年同期比74.9％増）、中間純利益２億39百万円（前年同期比6.7％増）と

なりました。 

②通期の見通し 

 当下半期の見通しにつきましては、米国経済のソフトランディング、高騰した原油価格の動向等の懸念材料は

ありますが、全体として世界経済は今後も拡大していくものと思われます。わが国経済も輸出は海外経済拡大に

より引き続き増加しております。内需についても設備投資が企業の高収益を背景に増加し、雇用所得者、個人消

費にも好影響を及ぼすという好循環が期待できるものとなっており、総じて景気は緩やかな拡大基調を辿るもの

と思われます。 

 外部環境は上記のとおり良好でありますが、当社を取り巻く足元の環境は、収益にインパクトのある主要材

料、原油の値上がりの影響が懸念されること、下半期に多く執行される上下水道関係の公共事業での競争激化に

よる受注価格の厳しさがさらに進むものと思われること、歯車部門においては納入先企業の減産による受注減が

予想されること等の懸念材料が山積しております。 

 当社としてはこのような状況に対処すべく、原価の低減、経費削減をさらに推し進めるとともに、積極的に営

業展開して受注量の確保を目指すものとします。通期の目標としては、上半期の実績を踏まえ、売上高は期初の

目標102億円を据え置きますが、経常利益、当期純利益につきましては、それぞれ８億円及び４億70百万円を見

込んでおります。この目標を達成すべく全社一丸となって懸命に努力する決意であります。 
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（２）財政状態 

①資産・負債・資本の状況 

 流動資産は、前期末と比べ８億31百万円（前期末比13.0％）減少し55億91百万円となりました。これは主に現

金及び預金、受取手形及び売掛金の減少によるものであります。固定資産は、前期末と比べ１億44百万円（同

3.9％）減少し35億66百万円となりました。これは主に投資有価証券の減少によるものであります。 

 流動負債は、前期末と比べ５億99百万円（同15.3％）減少し33億９百万円となりました。これは主に短期借入

金、１年以内に返済予定の長期借入金及び買掛金の減少によるものであります。固定負債は、前期末と比べ４億

97百万円（同21.6％）減少し18億２百万円となりました。これは主に長期借入金の減少によるものであります。

 純資産の部は、前期末と比べ１億19百万円（同3.1％）増加し40億44百万円となりました。これは利益剰余金

の増加によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、７億85百万円となり前期末よ

り３億８百万円（28.2％）の減少となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれら

の要因は、次のとおりであります。 

（ａ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動により得られた資金は、６億27百万円となりました。これは主に、税引前中間純利益３億59百

万円、減価償却費84百万円、売上債権の減少３億73百万円、割引手形の増加１億48百万円等の収入に対

し、仕入債務の減少１億69百万円、未払賞与の減少52百万円、法人税等の支払い80百万円等の支出による

ものであります。 

（ｂ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動により支出した資金は、１億62百万円でありました。これは主に有形固定資産の取得によるも

のであります。 

（ｃ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動により支出した資金は、７億74百万円となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金

の返済による支出が７億32百万円によるものであります。 

キャッシュ・フロー指標 

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 

１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数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。 

 平成17年９月期 平成18年９月期 平成18年３月期 

自己資本比率（％） 35.4 44.2 38.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 44.3 47.9 54.8 

債務償還年数（年）  97.4 1.5 8.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 0.4 20.6 4.3 
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（３）事業等のリスク   

当社の経営成績、株価及び財務状況等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、文中における将来に関する事項は、中間決算短信提出日現在において当社が判断したものであります。 

①経済動向による影響について    

当社の事業は国内市場に大きく依存しています。歯車装置部門の主要取引先であります電力関係の設備投資

の抑制及び定期点検工事の期間延長、公共投資の予算削減等は、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

②原材料の価格変動の影響について  

当社の製品は主として鋳物等の鉄製品、銅合金等の非鉄製品を原材料として使用しております。従いまし

て、鉄、非鉄製品の市場価格が上昇する局面では取引業者から価格引き上げの要請があります。当社では、３

社以上による相見積もりにより価格交渉にあたっておりますが、今後市場価格が大幅に高騰した場合には、原

材料費の上昇を抑えきれず、また、販売価格の転嫁が十分に図れない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

③人材の確保について 

当社としては、近年、人材の流動化が進んでいること等を背景として、中途採用及び新規採用の両面から、

人材を確保していく方針であります。しかしながら、優秀な人材の確保及び高齢化に伴う技術の継承ができな

い場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④固定資産の減損会計について 

当社は、バルブ・コントロール、ジャッキ、歯車等を製造、販売するメーカーであり、これらの製造設備を

保有しております。このため、地価の動向及び対象となる固定資産の収益状況等によりましては、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。   

⑤災害等の影響について 

当社は、自然災害及び火災等のリスクを抱えておりますが、各種委員会の活動にて防止対策に取り組んでお

ります。しかし重大な災害等が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。   
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４．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  1,397,610   785,093   1,093,129   

２．受取手形  ※６ 1,111,691   838,659   957,027   

３．売掛金  1,770,785   1,730,463   2,136,810   

４．原材料  1,253,899   1,280,364   1,244,771   

５．仕掛品  462,787   515,006   473,814   

６．その他のたな卸資
産  207,075   203,970   253,647   

７．繰延税金資産   －   114,001   136,190   

８．未収入金  75,753   46,901   63,346   

９．その他  68,606   77,576   66,171   

貸倒引当金  △1,887   △1,000   △1,946   

流動資産合計   6,346,322 64.6  5,591,038 61.1  6,422,963 63.4 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2          

(1）建物  472,423   444,573   461,031   

(2）機械装置  533,756   564,097   590,851   

(3）土地  1,258,597   1,258,597   1,258,597   

(4）建設仮勘定  23,582   46,491   21,104   

(5）その他  211,195   199,096   192,766   

有形固定資産合計   2,499,554 25.4  2,512,856 27.4  2,524,351 24.9 

２．無形固定資産   61,325 0.6  54,659 0.6  57,224 0.6 

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  760,739   838,808   968,723   

(2）その他  186,379   166,509   167,890   

貸倒引当金  △22,250   △6,700   △7,200   

投資その他の資産
合計   924,868 9.4  998,618 10.9  1,129,413 11.1 

固定資産合計   3,485,749 35.4  3,566,134 38.9  3,710,989 36.6 

資産合計   9,832,071 100.0  9,157,172 100.0  10,133,952 100.0 
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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 ※６ 1,214,548   1,157,071   1,235,513   

２．買掛金  740,629   604,227   695,924   

３．短期借入金  352,000   100,000   300,000   

４．１年以内に返済予
定の長期借入金 

※２ 976,500   826,000   971,500   

５．未払費用  157,956   250,173   303,577   

６．設備支払手形  49,118   25,646   110,827   

７．その他 ※３ 208,073   346,712   291,934   

流動負債合計   3,698,826 37.6  3,309,831 36.1  3,909,277 38.6 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２ 1,767,500   941,500   1,328,500   

２．役員退職慰労引当
金  19,852   23,281   23,656   

３．退職給付引当金  671,933   616,286   665,914   

４．繰延税金負債  197,380   221,434   281,549   

固定負債合計   2,656,666 27.0  1,802,502 19.7  2,299,620 22.7 

負債合計   6,355,493 64.6  5,112,333 55.8  6,208,898 61.3 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,388,800 14.1  － －  1,388,800 13.7 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  448,348   －   448,348   

２．その他資本剰余金  400,000   －   400,000   

資本剰余金合計   848,348 8.6  － －  848,348 8.4 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  24,075   －   24,075   

２．任意積立金           

   別途積立金  400,000   －   400,000   

３．中間（当期）未処
分利益  532,313   －   859,599   

利益剰余金合計   956,388 9.8  － －  1,283,674 12.6 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   288,299 2.9  － －  411,240 4.1 

Ⅴ 自己株式   △5,257 △0.0  － －  △7,008 △0.1 

資本合計   3,476,578 35.4  － －  3,925,054 38.7 

負債・資本合計   9,832,071 100.0  － －  10,133,952 100.0 
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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   － －  1,388,800 15.2  － － 

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   448,348   －   

(2）その他資本剰余
金  －   400,000   －   

資本剰余金合計   － －  848,348 9.3  － － 

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   24,075   －   

(2）その他利益剰余
金           

別途積立金  －   800,000   －   

繰越利益剰余金  －   655,977   －   

利益剰余金合計   － －  1,480,052 16.2  － － 

４．自己株式   － －  △8,113 △0.1  － － 

株主資本合計   － －  3,709,087 40.6  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金   － －  335,751 3.6  － － 

評価・換算差額等合
計   － －  335,751 3.6  － － 

純資産合計   － －  4,044,839 44.2  － － 

負債・純資産合計   － －  9,157,172 100.0  － － 
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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   4,892,221 100.0  4,976,675 100.0  10,045,594 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  3,544,189 72.5  3,496,802 70.3  7,265,814 72.3 

売上総利益   1,348,032 27.5  1,479,872 29.7  2,779,780 27.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  1,052,641 21.5  1,034,370 20.8  2,146,726 21.4 

営業利益   295,390 6.0  445,502 8.9  633,054 6.3 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  120   99   175   

２．その他の営業外収
益 

 ※３ 19,577 19,698 0.4 24,558 24,658 0.5 33,966 34,141 0.3 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  36,195   32,954   73,432   

２．その他の営業外費
用  38,268 74,463 1.5 16,353 49,308 1.0 62,267 135,700 1.3 

経常利益   240,624 4.9  420,852 8.4  531,495 5.3 

Ⅵ 特別利益           

１．貸倒引当金戻入額  903   1,446   1,403   

２．保証債務費用戻入
額  295   192   295   

３．役員退職慰労引当
金戻入額   7,479   －   7,479   

４．投資有価証券売却
益  － 8,677 0.2 3,827 5,465 0.1 275 9,452 0.1 

Ⅶ 特別損失           

１．建物除却損  －   －   1,479   

２．ゴルフ会員権売却
損  －   －   116   

３．機械除却損  7,329   734   9,099   

４．機械売却損  －   9,866   3,340   

５．工具器具備品除却
損  218   279   19,673   

６．貸倒引当金繰入額  6,300   －   6,300   

７．減損損失  ※２ －   －   7,450   

８．クレーム費用   － 13,848 0.3 56,157 67,037 1.3 － 47,459 0.5 

税引前中間(当期)
純利益   235,453 4.8  359,281 7.2  493,488 4.9 

法人税、住民税及
び事業税  11,429   106,427   78,368   

法人税等調整額   － 11,429 0.2 13,754 120,182 2.4 △136,190 △57,821 △0.6 

中間(当期)純利益   224,023 4.6  239,098 4.8  551,309 5.5 

前期繰越利益   308,289   －   308,289  

中間(当期)未処分
利益   532,313   －   859,599  
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(3）中間株主資本等変動計算書 

（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。  

  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） （単位：千円） 

 

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 
その他資
本剰余金

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 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 1,388,800 448,348 400,000 848,348 24,075 400,000 859,599 1,283,674 △7,008 3,513,814 

中間会計期間中の変動額           

別途積立金の積立て

（注） 
          400,000 △400,000 －   － 

剰余金の配当（注）             △42,721 △42,721   △42,721 

中間純利益             239,098 239,098   239,098 

自己株式の取得                 △1,104 △1,104 

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

                    

中間会計期間中の変動額合

計        
－ － － － － 400,000 △203,622 196,377 △1,104 195,273 

平成18年９月30日 残高 1,388,800 448,348 400,000 848,348 24,075 800,000 655,977 1,480,052 △8,113 3,709,087 

 

評価・換算差額等 

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 

平成18年３月31日 残高 411,240 411,240 3,925,054 

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立て

（注） 
    － 

剰余金の配当（注）     △42,721 

中間純利益     239,098 

自己株式の取得     △1,104 

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

△75,488 △75,488 △75,488 

中間会計期間中の変動額合

計        
△75,488 △75,488 119,784 

平成18年９月30日 残高 335,751 335,751 4,044,839 
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
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 

    

税引前中間（当期）
純利益 

 235,453 359,281 493,488 

減価償却費  83,721 84,536 182,177 

貸倒引当金の増減額
（減少は△） 

 5,397 △1,446 4,956 

未払賞与の増減額
（減少は△）  

 △26,917 △52,841 117,923 

役員退職慰労引当金
の減少額 

 △17,688 △374 △13,883 

退職給付引当金の増
減額（減少は△） 

 21,380 △49,628 15,360 

受取利息及び受取配
当金 

 △4,582 △16,875 △5,886 

支払利息  36,195 32,954 73,432 

為替差益  △5,142 △1,852 △2,352 

たな卸資産処分損  20,007 10,270 25,405 

たな卸資産評価損   11,936 － 15,558 

ゴルフ会員権売却損  － － 116 

減損損失  － － 7,450 

投資有価証券売却益  － △3,827 △275 

有形固定資産除却損  5,072 1,013 30,251 

有形固定資産売却損  － 9,866 3,340 

売上債権の増減額
（増加は△） 

 468,586 373,832 △47,957 

たな卸資産の増加額  △117,672 △37,378 △175,105 

仕入債務の増減額
（減少は△） 

 5,990 △169,297 △15,049 

未払消費税等の減少
額 

 △21,785 △10,955 △10,538 

割引手形の増減額
（減少は△） 

 △553,549 148,143 △256,202 

保証債務の減少額  △295 △192 △205 

その他の債権の増減
額（増加は△） 

 △49,713 4,174 △35,511 

その他の債務の増減
額（減少は△） 

 △23,398 42,759 7,853 

小計  72,996 722,163 414,349 
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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） 

利息及び配当金の受
取額 

 4,582 16,875 5,886 

利息の支払額  △37,098 △30,536 △72,816 

法人税等の支払額  △24,590 △80,828 △34,143 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 15,890 627,673 313,276 

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 

 △19,113 △178,054 △120,344 

有形固定資産の売却
による収入  

 － 8,970 276 

投資有価証券の売却
による収入 

 － 7,780 319 

投資有価証券の取得
による支出 

 △908 △1,208 △1,825 

ゴルフ会員権の売却
による収入 

 － － 333 

長期貸付金の回収に
よる収入 

 － － 160 

無形固定資産の取得
による支出 

 △1,900 － △1,900 

その他投資の減少に
よる収入 

 945 1,022 1,571 

その他投資の取得に
よる支出 

 △892 △1,194 △1,607 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △21,868 △162,683 △123,017 

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（減少は△） 

 28,000 △200,000 △24,000 

長期借入れによる収
入 

 700,000 － 700,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △589,600 △532,500 △1,033,600 

配当金の支払額   △27,573 △41,274 △27,749 

自己株式の取得によ
る支出 

 △1,643 △1,104 △3,394 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 109,184 △774,878 △388,744 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 5,142 1,852 2,352 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額 

 108,348 △308,035 △196,133 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 1,289,262 1,093,129 1,289,262 

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※ 1,397,610 785,093 1,093,129 
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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 

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 

関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採

用しております。 

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）を採用しております。 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

関連会社株式 

同  左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部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）を採用しておりま

す。 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

関連会社株式 

同  左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末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）を採用しております。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

時価のないもの 

同  左 

時価のないもの 

同  左 

(2) たな卸資産 

 原材料については総平均法、

その他のたな卸資産については

移動平均法による原価法を採用

しております。 

(2) たな卸資産 

同  左 

(2) たな卸資産 

同  左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

  建物      ３～６５年 

  機械装置      １０年 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同  左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同  左 

(2) 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

(2) 無形固定資産 

同  左 

(2) 無形固定資産 

同  左 

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勘案し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同  左 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同  左 
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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） 

(2) 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。 

なお、会計基準変更時差異

（1,603,277千円）については、

15年による均等額を費用処理し

ております。  

過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により、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。 

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。 

（追加情報）   

 当社は、確定給付企業年金法

の施行に伴い、平成17年８月26

日に国に返還額（最低責任準備

金）の納付を行いました。な

お、当中間会計期間においては

損益に与えている影響額はあり

ません。 

(2) 退職給付引当金 

同  左 

―――――― 

  

(2) 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

に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（1,603,277千円）については、

15年による均等額を費用処理し

ております。 

過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により、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。 

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。 

（追加情報） 

 当社は、確定給付企業年金法

の施行に伴い、平成17年８月26

日に国に返還額（最低責任準備

金）の納付を行いました。な

お、当事業年度においては損益

に与えている影響額はありませ

ん。 

(3) 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、内規に基づく金額を

計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同  左 

(3) 役員退職慰労引当金 

同  左 
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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） 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

同  左 

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、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。 

５．リース取引の処理方法 

同  左 

５．リース取引の処理方法 

同  左 

６．ヘッジ会計の方法 

 該当事項はありません。 

６．ヘッジ会計の方法 

同  左 

６．ヘッジ会計の方法 

同  左 

７．中間キャッシュ・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。 

７．中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同  左 

７．キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

 同  左 

８．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 消費税及び地方消費税の会計処

理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理については税抜方式を採用し、

仮払消費税等と仮受消費税等を相

殺して、流動負債のその他に計上

しております。 

８．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 消費税及び地方消費税の会計処

理 

同  左 

８．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

 消費税及び地方消費税の会計処

理 

同  左 

- 15 -



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。 

 これにより、税引前当期純利益

は7,450千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき機械装置の金額から直接控除

しております。 

――――――  （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）  

 当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用しておりま

す。 

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は4,044,839千円であり

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．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

8,920,371千円 8,178,715千円 8,550,823千円 

※２．担保資産 

財団抵当に供している資産 

※２．担保資産 

財団抵当に供している資産 

※２．担保資産 

財団抵当に供している資産 

有形固定資産 785,368千円 有形固定資産 752,818千円 有形固定資産 799,760千円 

上記担保資産の対象となる債

務 

上記担保資産の対象となる債

務 

上記担保資産の対象となる債

務 

長期借入金 2,744,000千円 

(１年以内返済予定額を含む) 

根抵当に供している資産 

有形固定資産 686,656千円 

上記担保資産の対象となる債

務 

長期借入金 －千円 

(１年以内返済予定額を含む) 

長期借入金 1,767,500千円 

(１年以内返済予定額を含む) 

根抵当に供している資産 

有形固定資産 685,128千円 

上記担保資産の対象となる債

務 

長期借入金 －千円 

(１年以内返済予定額を含む) 

長期借入金 2,300,000千円 

(１年以内返済予定額を含む) 

根抵当に供している資産 

有形固定資産 685,851千円 

上記担保資産の対象となる債

務 

長期借入金 －千円 

(１年以内返済予定額を含む) 

※３．未払消費税等31,146千円を含

む。 

※３．未払消費税等31,437千円を含

む。 

※３．未払消費税等42,392千円を含

む。 

４．保証債務 ４．保証債務 ４．保証債務 

 従業員の銀行借入金1,906千円

に対して連帯保証をしておりま

す。 

 従業員の銀行借入金1,595千円

に対して連帯保証をしておりま

す。 

 従業員の銀行借入金1,752千円

に対して連帯保証をしておりま

す。 

５．受取手形割引高 ５．受取手形割引高 ５．受取手形割引高 

300,001千円 745,490千円 597,346千円 

受取手形裏書譲渡高 受取手形裏書譲渡高 受取手形裏書譲渡高 

41,287千円 44,829千円 43,987千円 

※６．   ―――――― ※６．中間期末日満期手形 ※６．   ―――――― 

   中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当中

間会計期間の末日は金融機関の

休日であったため、次の中間期

末日満期手形が中間期末残高に

含まれております。 

  

 受取手形 15,801千円 

支払手形 5,406千円 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 

有形固定資産 78,474千円 有形固定資産 81,971千円 有形固定資産 172,828千円 

無形固定資産 5,247千円 無形固定資産 2,564千円 無形固定資産 9,348千円 

※２．   ―――――― ※２．   ―――――― ※２．減損損失 

   当事業年度において、当社は下

記の資産について減損損失を計上

しました。  

  

 当社は、歯車装置部門および歯

車部門を藤沢工場グループとし、

工事部門を工事グループとしてグ

ルーピングを行っております。 

 各グループ単位においては、減

損の兆候はありませんでしたが、

処分を決定した資産について、帳

簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失

（7,450千円）として特別損失に

計上しました。 

 なお、回収可能価額は、正味売

却価額により算出しております。 

場所 用途 種類 

藤沢工場  

歯車製造  機械装置  (神奈川県

藤沢市)  

※３．   ――――――  ※３．その他の営業外収益  

 関連会社からの受取配当金

10,671千円が含まれておりま

す。  

※３．   ――――――  
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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） 

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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,429株は、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 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 14,280,000 － － 14,280,000 

合計 14,280,000 － － 14,280,000 

自己株式     

普通株式 39,655 3,429 － 43,084 

合計 39,655 3,429 － 43,084 

（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28日 

定時株主総会 
普通株式 42,721 3 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

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） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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 1,397,610千円 

現金及び現金同等物 1,397,610千円 

現金及び預金勘定 785,093千円 

現金及び現金同等物 785,093千円 

現金及び預金勘定 1,093,129千円 

現金及び現金同等物 1,093,129千円 
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（リース取引関係） 

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） 

 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 

 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 

 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 

425,671 164,460 261,211 

その他 698,496 362,440 336,056 

合計 1,124,168 526,900 597,268 

 
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 

512,955 218,284 294,671 

その他 654,230 394,425 259,804 

合計 1,167,185 612,710 554,475 

 
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 

505,755 183,552 322,203 

その他 705,829 405,670 300,158 

合計 1,211,584 589,222 622,362 

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 201,684千円 

１年超 414,600千円 

合計 616,284千円 

１年内 176,717千円 

１年超 395,973千円 

合計 572,691千円 

１年内 195,169千円 

１年超 445,376千円 

合計 640,545千円 

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 118,393千円 

減価償却費相当額 111,085千円 

支払利息相当額 8,490千円 

支払リース料 114,743千円 

減価償却費相当額 107,567千円 

支払利息相当額 7,349千円 

支払リース料 239,886千円 

減価償却費相当額 224,168千円 

支払利息相当額 16,215千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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額法によ

っております。 

 同    左  同    左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 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。 

 同    左  同    左 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価のない有価証券の主な内容 

  

  

（デリバティブ取引関係） 

（持分法損益等） 

種類 

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） 

取得原価 

（千円）  

中間貸借対

照表計上額 

（千円）  

差額 

（千円）  

取得原価 

（千円） 

中間貸借対

照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

取得原価 

（千円）  

貸借対照

表計上額  

（千円）  

差額 

（千円） 

(1)株式  260,299 742,870 482,640 262,176 827,795 565,619 261,102 949,284 688,181 

(2)その他  3,817 6,855 3,038 － － － 3,817 8,426 4,608 

合計 264,047 749,726 485,679 262,176 827,795 565,619 264,920 957,710 692,790 

種類 

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） 

中間貸借対照表計上額 

（千円）  

中間貸借対照表計上額 

（千円）  

貸借対照表計上額 

（千円）  

その他有価証券     

非上場株式（店頭売買株式を除く）  66,319 66,319 66,319 

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、デリバティブ取引を全く

利用していないので、該当事項はあ

りません。 

同  左 同  左 

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、関連会社の損益からみて

重要性の乏しいものとして、持分法

の適用を除外しております。 

同  左 同  左 
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（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。  

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   244円06銭

１株当たり中間純利益    15円72銭

１株当たり純資産額  284円11銭

１株当たり中間純利益 16円79銭

１株当たり純資産額   275円63銭

１株当たり当期純利益 38円70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。 

  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。 

 
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） 
224,023 239,098 551,309 

普通株式に係る中間（当

期）純利益（千円） 
224,023 239,098 551,309 

期中平均株式数（株） 14,248,204 14,238,727 14,245,072 
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５．生産、受注及び販売の状況 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．工事部門については、事業の性格上生産高実績は算出しておりません。 

（注）１．金額は受注価格で示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（１）生産実績 （単位：千円） 

部門別 

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） 

金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率 

歯車装置

部門 

アクチュエータ 2,120,541 57.9％ 2,051,169 57.0％ 4,468,515 59.2％ 

その他の増減速機 476,062 13.0 431,261 12.0 873,320 11.6 

合計 2,596,603 70.9 2,482,430 69.0 5,341,835 70.8 

歯車部門 

自動車用歯車 436,844 11.9 525,558 14.6 892,984 11.8 

特殊車両用歯車 180,083 4.9 153,528 4.3 337,447 4.5 

その他歯車 448,303 12.3 434,219 12.1 968,637 12.9 

合計 1,065,230 29.1 1,113,305 31.0 2,199,068 29.2 

工事部門 － － － － － － 

総計 3,661,833 100.0 3,595,735 100.0 7,540,903 100.0 

(2）受注状況 （単位：千円） 

部門別 

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） 

金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率 

歯車装置

部門 

アクチュエータ 2,102,839 42.8％ 2,227,673 43.0％ 4,312,489 42.6％ 

その他の増減速機 395,739 8.1 507,627 9.8 894,345 8.8 

合計 2,498,578 50.9 2,735,300 52.8 5,206,834 51.4 

歯車部門 

自動車用歯車 461,698 9.4 524,944 10.1 898,264 8.9 

特殊車両用歯車 163,015 3.3 159,345 3.1 317,478 3.2 

その他歯車 532,302 10.9 481,711 9.3 1,046,256 10.3 

合計 1,157,015 23.6 1,166,000 22.5 2,261,998 22.4 

工事部門 1,254,484 25.5 1,274,821 24.7 2,654,681 26.2 

総計 4,910,077 100.0 5,176,121 100.0 10,123,513 100.0 

- 23 -



（注） 上記の金額には消費税は含まれておりません。 

(3）販売実績 （単位：千円） 

部門別 

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） 

金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率 

歯車装置

部門 

アクチュエータ 2,084,588  42.6％ 2,105,290 42.3％ 4,355,267 43.4％ 

その他の増減速機 515,280 10.5 434,392 8.7 938,738 9.3 

合計 2,599,868 53.1 2,539,682 51.0 5,294,005 52.7 

歯車部門 

自動車用歯車 442,823 9.1 524,376 10.5 884,447 8.8 

特殊車両用歯車 172,710 3.5 161,358 3.3 317,881 3.2 

その他歯車 446,702 9.1 447,845 9.0 956,528 9.5 

合計 1,062,235 21.7 1,133,579 22.8 2,158,856 21.5 

工事部門 1,230,118 25.2 1,303,414 26.2 2,592,733 25.8 

総計 4,892,221 100.0 4,976,675 100.0 10,045,594 100.0 
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