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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）

(1）経営成績 （百万円未満切り捨て）

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 4,117 15.3 399 79.7 651 7.7

17年９月中間期 3,569 1.2 222 △7.3 604 20.4

18年３月期 7,567 － 623 － 1,077 －

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 417 4.4 48 27

17年９月中間期 399 27.5 46 24

18年３月期 746 － 83 36

(注)①期中平均株式数 18年９月中間期 8,639,970株 17年９月中間期 8,640,150株 18年３月期 8,640,074株

②会計処理の方法の変更 無

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 （百万円未満切り捨て）

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 12,322 8,095 65.7 936 96

17年９月中間期 10,943 7,432 67.9 860 25

18年３月期 11,476 7,843 68.3 904 81

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 8,639,970株 17年９月中間期 8,640,140株 18年３月期 8,639,970株

②期末自己株式数 18年９月中間期 10,099株 17年９月中間期 9,929株 18年３月期 10,099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 8,400 1,119 747

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　86円53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 － 8.0 － 10.0 － 18.0

19年３月期（実績） － 10.0 － － －
20.0

19年３月期（予想） － － － 10.0 －

（注）18年９月中間期末配当金の内訳　記念配当　２円０銭

※　上記の予想数値は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。

実際の業績等は、経済情勢の変化等の不確定要因により、記載の数値と大幅に異なる可能性があります。
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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 ※２ 1,257,974 1,093,029 998,022

２．受取手形 ※４ 687,073 632,485 628,320

３．売掛金 2,688,777 3,334,891 2,931,197

４．たな卸資産 1,169,540 1,360,432 1,243,119

５．繰延税金資産 201,976 227,454 234,950

６．その他 433,399 799,842 469,203

７．貸倒引当金 △1,500 △900 △1,200

流動資産合計 6,437,241 58.8 7,447,235 60.4 6,503,612 56.7

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※1,2

１．建物 803,523 876,873 893,248

２．機械及び装置 313,766 347,072 363,101

３．土地 899,464 899,464 899,464

４．建設仮勘定 14,340 64,201 56,624

５．その他 155,073 174,241 181,232

有形固定資産合計 2,186,169 20.0 2,361,854 19.2 2,393,672 20.9

(2）無形固定資産 6,241 0.1 8,630 0.1 5,756 0.0

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 898,188 1,057,090 1,126,930

２．関係会社株式 518,756 562,756 562,756

３．関係会社出資金 773,657 773,657 773,657

４．繰延税金資産 10,635 － －

５．その他 186,342 183,219 182,915

６．貸倒引当金 △73,478 △71,609 △72,449

投資その他の資産合
計

2,314,103 21.1 2,505,115 20.3 2,573,811 22.4

固定資産合計 4,506,514 41.2 4,875,600 39.6 4,973,240 43.3

資産合計 10,943,755 100.0 12,322,835 100.0 11,476,853 100.0
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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 ※４ 704,181 835,950 757,155

２．買掛金 285,474 316,435 336,798

３．短期借入金 ※２ － 900,000 140,000

４．一年以内償還予定社
債

※２ 180,000 80,000 80,000

５．一年以内返済予定長
期借入金

※２ 208,614 110,800 117,664

６．未払法人税等 191,278 233,210 215,300

７．製品保証等引当金 18,217 17,378 16,911

８．賞与引当金 250,450 266,093 276,266

９．役員賞与引当金 － 13,000 －

10．その他 ※４ 536,335 461,386 586,309

流動負債合計 2,374,551 21.7 3,234,253 26.2 2,526,405 22.0

Ⅱ　固定負債

１．社債  160,000 80,000 120,000

２．長期借入金 ※２ 205,486 94,686 150,088

３．長期未払費用 55,575 52,810 51,963

４．繰延税金負債 － 30,878 66,204

５．退職給付引当金 594,167 604,144 589,175

６．役員退職慰労引当金 121,282 130,776 129,517

固定負債合計 1,136,512 10.4 993,296 8.1 1,106,948 9.7

負債合計 3,511,063 32.1 4,227,549 34.3 3,633,354 31.7
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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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,101,303 10.1 －  1,101,303 9.6

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 889,094 － 889,094

資本剰余金合計 889,094 8.1 －  889,094 7.7

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 145,275 － 145,275

２．任意積立金 4,331,773 － 4,331,773

３．中間(当期)未処分利
益

706,576 － 984,193

利益剰余金合計 5,183,626 47.4 －  5,461,243 47.6

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

266,946 2.4 －  400,439 3.5

Ⅴ　自己株式 △8,279 △0.1 －  △8,582 △0.1

資本合計 7,432,691 67.9 －  7,843,498 68.3

負債及び資本合計 10,943,755 100.0 －  11,476,853 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － 1,101,303 8.9 －

２．資本剰余金

資本準備金 － 889,094 －

資本剰余金合計 － 889,094 7.2 －

３．利益剰余金

(1) 利益準備金 － 145,275

(2) その他利益剰余金

固定資産圧縮積立
金

－ 210,744 －

別途積立金 － 4,411,000 －

繰越利益剰余金 － 996,365 －

利益剰余金合計 － 5,763,385 46.8 －

４．自己株式 － △8,582 △0.0 －

株主資本合計 － 7,745,200 62.9 －

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価
差額金

－ 350,085 2.8 －

評価・換算差額等合計 － 350,085 2.8 －

純資産合計 － 8,095,286 65.7 －

負債及び純資産合計 － 12,322,835 100.0 －
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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 3,569,464 100.0 4,117,100 100.0 7,567,213 100.0

Ⅱ　売上原価 2,388,608 66.9 2,737,495 66.5 5,015,595 66.3

売上総利益 1,180,856 33.1 1,379,604 33.5 2,551,618 33.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 958,746 26.9 980,521 23.8 1,928,502 25.5

営業利益 222,110 6.2 399,082 9.7 623,115 8.2

Ⅳ　営業外収益 ※２ 409,651 11.5 276,858 6.7 496,475 6.6

Ⅴ　営業外費用 ※３ 27,062 0.8 24,517 0.6 42,488 0.6

経常利益 604,699 16.9 651,422 15.8 1,077,103 14.2

Ⅵ　特別利益 ※４ 1,300 0.0 656 0.0 1,600 0.0

Ⅶ　特別損失 ※5,6 13,507 0.4 538 0.0 15,931 0.2

税引前中間(当期)純
利益

592,491 16.5 651,541 15.8 1,062,772 14.0

法人税、住民税及び
事業税

191,534 238,264 359,835

法人税等調整額 1,422 192,956 5.4 △3,777 234,486 5.7 △43,336 316,498 4.1

中間(当期)純利益 399,535 11.1 417,054 10.1 746,273 9.9

前期繰越利益 307,041 － 307,041

中間配当額 － － 69,121

中間(当期)未処分利
益

706,576 － 984,193
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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

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

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　(千円） 1,101,303 889,094 145,275 220,773 4,111,000 984,193 5,461,243 △8,582 7,443,059

中間会計期間中の変動額

前事業年度利益処分に係る固定資

産圧縮積立金取崩額（注）
   △5,030  5,030 －  －

中間会計期間に係る固定資産圧縮

積立金取崩額
   △2,485  2,485 －  －

市町村合併に伴う税率変更に係る

固定資産圧縮積立金取崩額
   △2,512   △2,512  △2,512

別途積立金の積立額（注）     300,000 △300,000 －  －

剰余金の配当（注）      △86,399 △86,399  △86,399

役員賞与（注）      △26,000 △26,000  △26,000

中間純利益      417,054 417,054  417,054

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(千円） － － － △10,029 300,000 12,171 302,141 － 302,141

平成18年９月30日　残高　(千円） 1,101,303 889,094 145,275 210,744 4,411,000 996,365 5,763,385 △8,582 7,745,200

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

平成18年３月31日　残高　(千円） 400,439 7,843,498

中間会計期間中の変動額

前事業年度利益処分に係る固定資

産圧縮積立金取崩額（注）
 －

中間会計期間に係る固定資産圧縮

積立金取崩額
 －

市町村合併に伴う税率変更に係る

固定資産圧縮積立金取崩額
 △2,512

別途積立金の積立額（注）  －

剰余金の配当（注）  △86,399

役員賞与（注）  △26,000

中間純利益  417,054

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
△50,354 △50,354

中間会計期間中の変動額合計(千円） △50,354 251,787

平成18年９月30日　残高　(千円） 350,085 8,095,286

（注）　平成18年６月の定時株主総会の利益処分項目であります。
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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

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等

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

　総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．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く。）について

は定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

　建物　　　　　　８～50年

　機械及び装置　　11～12年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアにつ

いては、利用可能期間（５年）

に基づく定額法

(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

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の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

に回収可能性を勘案し、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）製品保証等引当金

　製品のアフターサービス費用

の支出に備えるため、過年度実

績率に基づいて算定した金額を

計上しております。

(2）製品保証等引当金

同左

(2）製品保証等引当金

同左

(3）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額を計上しております。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

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）

(4)   　　────── (4）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額を計上しております。

（会計方針の変更）

　当中間会計期間より、「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成

17年11月29日）を適用してお

ります。

　これにより、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益

は、それぞれ13,000千円減少

しております。

(4)   　　──────

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付の支出に充

てるため、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、数理計算上の差異につ

いては、各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務年

数以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により、それぞれ発

生の翌期から費用処理すること

としております。

(5）退職給付引当金

同左

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付の支出に充

てるため、当期末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づいて計上しております。

　なお、数理計算上の差異につ

いては、各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務年

数以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により、それぞれ発

生の翌期から費用処理すること

としております。

(6）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、内規に基づく当中間

期末要支給額を計上しておりま

す。

(6）役員退職慰労引当金

同左

(6）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、内規に基づく当期末

要支給額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。

同左 同左

６．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

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

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） ────── （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。これにより税引

前中間純利益は、3,923千円減少してお

ります。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。

　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

純利益は、3,293千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各資

産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、8,095,286千円でありま

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

2,873,785千円 2,998,969千円 2,936,372千円

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※２．担保資産

(a）工場財団

（イ）担保に供している資産

　　工場財団

（イ）担保に供している資産

　　工場財団

（イ）担保に供している資産

建物 538,889千円

機械及び装置 37,666

土地  510,422

有形固定資産その他  

構築物 11,075

工具器具及び備品 87

計 1,098,141千円

（ロ）上記に対する債務

一年以内返済予定長期借入金

182,796千円

長期借入金 202,480

計 385,276千円

(b）その他

（イ）担保に供している資産

現金及び預金 20,000千円

建物 2,522

土地 7,715

計 30,238千円

建物 516,115千円

機械及び装置 44,455

土地 510,422

有形固定資産その他  

構築物 9,422

工具器具及び備品 63

計 1,080,478千円

（ロ）上記に対する債務

短期借入金 900,000千円

一年以内返済予定長期借入金

110,160

長期借入金 92,320

計 1,102,480千円

建物 528,593千円

機械及び装置 44,226

土地 510,422

有形固定資産その他  

構築物 10,160

工具器具及び備品 71

計 1,093,473千円

（ロ）上記に対する債務

短期借入金 140,000千円

一年以内返済予定長期借入金

108,660

長期借入金 147,400

計 396,060千円

（ロ）上記に対応する債務

一年以内償還予定社債

100,000千円

３．偶発債務

金融機関からの借入金に対する債務保証

大連帝国キャンドモータポンプ有限公司

255,679千円

TEIKOKU USA INC. 34,263

計 289,942千円

借入金に含まれる主な外貨保証額

2,130千米ドル

（243,267千円）

1,500千人民元

（21,675千円）

３．偶発債務

(a) 金融機関からの借入金に対する債務保証

大連帝国キャンドモータポンプ有限公司

137,942千円

TEIKOKU USA INC. 35,670

計 173,612千円

借入金に含まれる主な外貨保証額

1,334千米ドル

（158,612千円）

(b) 支払保証

TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.

3,137千円

支払保証に含まれる主な外貨保証額

17千米ドル

（2,201千円）

３．偶発債務

金融機関からの借入金に対する債務保証

大連帝国キャンドモータポンプ有限公司

203,298千円

TEIKOKU USA INC. 35,544

計 238,842千円

借入金に含まれる主な外貨保証額

1,732千米ドル

（205,207千円）

900千人民元

（13,635千円）

※４．　　　　 ───── ※４．中間期末日満期手形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

日でありましたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。

　なお、当中間会計期末日満期手形の金額

は、次のとおりであります。

受取手形 73,543千円

支払手形 111,106

流動負債その他

(設備支払手形)
640

※４．　　　　 ─────
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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 74,222千円

無形固定資産 804

有形固定資産 86,843千円

無形固定資産 683

有形固定資産 164,225千円

無形固定資産 1,649

※２．営業外収益の主要項目 ※２．営業外収益の主要項目 ※２．営業外収益の主要項目

受取利息 4,147千円

受取配当金 313,589

為替差益 40,661

賃貸料 15,219

関係会社管理収入 16,075

受取利息 5,765千円

受取配当金 211,622

為替差益 20,541

賃貸料 10,636

関係会社管理収入 17,621

受取利息 9,346千円

受取配当金 317,292

為替差益 77,924

賃貸料 29,879

関係会社管理収入 32,141

※３．営業外費用の主要項目 ※３．営業外費用の主要項目 ※３．営業外費用の主要項目

支払利息 4,987千円

社債利息 4,647

株式単元引下げ費用 6,446

支払利息 4,810千円

社債利息 375

株式一部指定替費用 19,032

支払利息 8,778千円

社債利息 6,193

事務所移転費用 8,156

株式単元引下げ費用 6,462

子会社設立費用 5,591

※４．特別利益の主要項目 ※４．特別利益の主要項目 ※４．特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入益 1,300千円 貸倒引当金戻入益 656千円 貸倒引当金戻入益 1,600千円

※５．特別損失の主要項目 ※５．特別損失の主要項目 ※５．特別損失の主要項目

固定資産除却損  

建物 7,943千円

機械及び装置 731

有形固定資産その他  

構築物 630

車両運搬具 242

工具器具及び備品 37

計 9,584千円

減損損失 3,923千円

固定資産除却損  

機械及び装置 397千円

有形固定資産その他  

車両運搬具 129

工具器具及び備品 11

計 538千円

固定資産除却損  

建物 8,059千円

機械及び装置 2,467

有形固定資産その他  

構築物 833

車両運搬具 242

工具器具及び備品 406

計 12,008千円

減損損失 3,923千円

※６．減損損失 ※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。

当事業年度において、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。

 場　所  用途  種類
金額

（千円）

兵庫県揖保郡

新宮町（注）
 遊休  土地 3,923

 場　所  用途  種類
金額

（千円）

兵庫県たつの市  遊休  土地 3,923

当社は、事業の種類及び用途によって資

産をグループ化しております。

当該資産は、取得時には将来における福

利厚生面への使用が予定されていたものの

実施には至らず、現在では遊休資産となっ

ております。

なお、当資産グループの回収可能価額は、

正味売却価額により測定しており、土地は

固定資産税評価額を基準として評価してお

ります。

（注）当該資産の場所は、平成17年10月１日

の市町村合併に伴う住居表示の変更に

より、兵庫県たつの市となっておりま

す。

当社は、事業の種類及び用途によって資

産をグループ化しております。

当該資産は、取得時には将来における福

利厚生面への使用が予定されていたものの

実施には至らず、現在では遊休資産となっ

ております。

なお、当資産グループの回収可能価額は、

正味売却価額により測定しており、土地は

固定資産税評価額を基準として評価してお

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
（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）

自己株式

普通株式 10,099 － － 10,099

合計 10,099 － － 10,099
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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）

　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)

機械及び装置 7,146 5,835 1,310

工具器具及び
備品

32,535 26,925 5,609

ソフトウェア 4,314 1,366 2,947

合計 43,995 34,127 9,867

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)

機械及び装置 10,356 3,166 7,189

工具器具及び
備品

96,993 19,394 77,598

ソフトウェア 4,314 2,228 2,085

合計 111,663 24,789 86,873

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)

機械及び装置 7,146 6,550 595

工具器具及び
備品

100,215 35,345 64,869

ソフトウェア 4,314 1,797 2,516

合計 111,675 43,692 67,982

（注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

（注）　　　　同左 （注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

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  6,092千円

１年超 3,774

合計 9,867千円

１年内 21,491千円

１年超 65,381

合計 86,873千円

１年内 17,099千円

１年超 50,882

合計 67,982千円

（注）未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定

しております。

（注）　　　　同左 （注）未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

３．当中間期の支払リース料及び減価

償却費相当額

３．当中間期の支払リース料及び減価

償却費相当額

３．当期の支払リース料及び減価償却

費相当額

支払リース料 4,702千円

減価償却費相当額 4,702

支払リース料 9,600千円

減価償却費相当額 9,600

支払リース料 14,267千円

減価償却費相当額 14,267

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。

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

（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）

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）

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

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  860.25円

１株当たり中間純利益金額 46.24円

１株当たり純資産額 936.96円

１株当たり中間純利益金額 48.27円

１株当たり純資産額  904.81円

１株当たり当期純利益金額 83.36円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、希薄化効果

を有している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、希薄化効果

を有している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、次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) 399,535 417,054 746,273

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 26,000

（うち利益処分による役員賞与金（千円）） － － (26,000)

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 399,535 417,054 720,273

期中平均株式数(株) 8,640,150 8,639,970 8,640,074

（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）

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。

７．役員の状況
前事業年度の有価証券報告書の提出日後における役員の異動は、次のとおりであります。

（平成18年10月１日）

役職異動取締役　　宮地國雄

新：代表取締役副社長

旧：代表取締役副社長　中国事業本部長

役職異動取締役　　魚澤常廣

新：取締役　中国事業本部長

旧：取締役　生産本部長
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