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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 （注）金額は百万円未満を切捨て

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 6,116 1.3 37 △88.5 91 △78.5

17年９月中間期 6,035 0.9 323 218.6 424 124.4

18年３月期 12,412 2.3 596 160.6 759 124.9

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 52 △77.5 5.57

17年９月中間期 232 117.1 23.80

18年３月期 494 55.3 49.46

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 9,381,020株 17年９月中間期 9,788,512株 18年３月期 9,584,879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

(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 11,732 4,843 41.3 516.33

17年９月中間期 11,420 4,549 39.8 484.94

18年３月期 12,207 4,991 40.9 529.93

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 9,380,722株 17年９月中間期 9,381,512株 18年３月期 9,381,112株

②期末自己株式数 18年９月中間期 619,278株 17年９月中間期 618,488株 18年３月期 618,888株

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 10,700 30 15

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）１円60銭（予想年間期中平均株式数による）

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 － － － 15.0 － 15.0

19年３月期（実績） － 5.0 － － －
10.0

19年３月期（予想） － － － 5.0 －

※　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結果となる可能性があります。
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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日現在)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日現在)

対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年３月31日現在)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 78,219 210,226 132,007 101,361

２．受取手形 ※４ 73,857 46,502 △27,355 40,700

３．売掛金 2,879,505 2,858,881 △20,624 3,099,872

４．たな卸資産 798,637 891,799 93,161 948,831

５．短期貸付金 837,197 119,615 △717,582 720,902

６．その他 ※３ 408,685 438,517 29,832 228,519

貸倒引当金 △15,832 △13,114 2,717 △16,124

流動資産合計 5,060,270 44.3 4,552,427 38.8 △507,842 5,124,063 42.0

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※２  

建物 ※１ 2,030,751 2,029,127 △1,624 2,043,672

機械及び装
置

923,910 943,974 20,063 964,820

工具器具備
品

541,383 544,487 3,103 525,689

建設仮勘定 140,375 238,559 98,183 71,050

その他 ※１ 222,866 198,596 △24,270 189,354

有形固定資産
合計

3,859,287 33.8 3,954,744 33.7 95,457 3,794,587 31.1

２．無形固定資産 148,436 1.3 347,335 3.0 198,899 403,502 3.3

３．投資その他の
資産

 

投資有価証
券

2,081,812 2,649,424 567,612 2,635,638

その他 270,937 229,060 △41,876 250,001

投資その他の
資産合計

2,352,749 20.6 2,878,484 24.5 525,735 2,885,639 23.6

固定資産合計 6,360,473 55.7 7,180,564 61.2 820,091 7,083,729 58.0

資産合計 11,420,743 100.0 11,732,991 100.0 312,248 12,207,793 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年９月30日現在)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日現在)

対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年３月31日現在)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 ※４ 1,214,460 1,327,010 112,550 1,394,410

２．買掛金 703,788 685,661 △18,126 812,416

３．短期借入金 ※１ 462,000 490,000 28,000 490,000

４．未払法人税等 169,695 43,144 △126,550 212,232

５．賞与引当金 187,716 181,015 △6,700 219,402

６．設備関係支払
手形

※４ 319,382 247,517 △71,865 228,815

７．その他 ※３ 651,369 656,650 5,280 521,070

流動負債合計 3,708,411 32.5 3,630,999 30.9 △77,412 3,878,346 31.8

Ⅱ　固定負債

１．社債 － 100,000 100,000 100,000

２．繰延税金負債 308,796 328,912 20,115 355,722

３．退職給付引当
金

2,017,089 1,978,623 △38,466 2,033,161

４．役員退職引当
金

105,198 119,190 13,991 117,453

５．預り敷金 731,735 731,735 － 731,735

固定負債合計 3,162,819 27.7 3,258,460 27.8 95,641 3,338,072 27.3

負債合計 6,871,231 60.2 6,889,460 58.7 18,228 7,216,419 59.1
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前中間会計期間末
(平成17年９月30日現在)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日現在)

対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年３月31日現在)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 500,000 4.4 － － － 500,000 4.1

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 26,902 － 26,902

資本剰余金合計 26,902 0.2 － － － 26,902 0.2

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 125,000 － 125,000

２．任意積立金 2,306,800 － 2,306,800

３．中間(当期)未
処分利益

1,077,060 － 1,338,166

利益剰余金合計 3,508,860 30.7 － － － 3,769,966 30.9

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

806,404 7.1 － － － 987,397 8.1

Ⅴ　自己株式 △292,654 △2.6 － － － △292,892 △2.4

資本合計 4,549,512 39.8 － － － 4,991,373 40.9

負債資本合計 11,420,743 100.0 － － － 12,207,793 100.0

 (純資産の部）

 Ⅰ　株主資本

 　１　資本金 － － 500,000 4.3 － － － －

 　２　資本剰余金

 　　　資本準備金 － 26,902 －

 　　　資本剰余金

       合計
－ － 26,902 0.2 － － － －

 　３　利益剰余金

 　　(1) 利益準備金 － 125,000 －

 　　(2) その他利益

　　　　 剰余金

         任意積立金 － 2,306,800 －

 　　　　繰越利益剰

　　　　 余金
－ 1,229,747 －

 　　　利益剰余金

       合計
－ － 3,661,547 31.1 － － －

 　４　自己株式 － － △293,091 △2.4 － － －

 　　株主資本合計 － － 3,895,358 33.2 － － －

 Ⅱ　評価・換算差額

     等

 　　その他有価証券

　　 評価差額金
－ － 948,173 8.1 － － －

　　 評価・換算差額

     等合計
－ － 948,173 8.1 － － －

 　　純資産合計 － － 4,843,531 41.3 － － －

 　　負債純資産合計 － － 11,732,991 100.0 － － －
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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）

対前中間期比
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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 6,035,403 100.0 6,116,528 100.0 81,125 12,412,771 100.0

Ⅱ　売上原価 4,987,470 82.6 5,353,888 87.5 366,417 10,344,688 83.3

売上総利益 1,047,932 17.4 762,639 12.5 △285,292 2,068,082 16.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

724,611 12.0 724,836 11.9 225 1,471,466 11.9

営業利益 323,320 5.4 37,802 0.6 △285,517 596,616 4.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 107,153 1.7 61,579 1.0 △45,573 174,368 1.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 6,213 0.1 7,987 0.1 1,773 11,037 0.1

経常利益 424,260 7.0 91,395 1.5 △332,865 759,946 6.1

Ⅵ　特別利益 ※３ 5,215 0.1 3,009 0.0 △2,205 4,923 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 36,554 0.6 5,869 0.1 △30,684 78,829 0.6

税引前中間
（当期）純利
益

392,921 6.5 88,535 1.4 △304,386 686,040 5.5

法人税、住民
税及び事業税

※６ 160,000 36,236 △123,763 290,000

法人税等調整
額

－ 160,000 2.6 － 36,236 0.5 △123,763 △97,987 192,012 1.5

中間（当期）
純利益

232,921 3.9 52,298 0.9 △180,623 494,027 4.0

前期繰越利益 844,138 － △844,138 844,138

中間（当期）
未処分利益

1,077,060 － △1,077,060 1,338,166
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

           株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 資本準備金
 資本剰余金

　　合計
利益準備金

その他利益剰余金 
 利益剰余金

合計
任意積立金

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高

（千円）
500,000 26,902 26,902 125,000 2,306,800 1,338,166 3,769,966 △292,892 4,003,975

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） － － － － － △140,716 △140,716 － △140,716

利益処分による役員

賞与（注）
－ － － － － △20,000 △20,000 － △20,000

中間純利益 － － － － － 52,298 52,298 － 52,298

自己株式の処分 － － － － － － － △198 △198

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）

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額

合計

（千円）

－ － － － － △108,418 △108,418 △198 △108,617

平成18年９月30日残高

（千円）
500,000 26,902 26,902 125,000 2,306,800 1,229,747 3,661,547 △293,091 3,895,358

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

（千円）
987,397 987,397 4,991,373

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） － － △140,716

利益処分による役員

賞与（注）
－ － △20,000

中間純利益 － － 52,298

自己株式の処分 － － △198

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）

△39,224 △39,224 △39,224

中間会計期間中の変動額

合計

（千円）

△39,224 △39,224 △147,841

平成18年９月30日残高

（千円）
948,173 948,173 4,843,531

 （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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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

     子会社株式及び関連会社

     株式

       移動平均法による原価法

     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）

       時価のないもの

       移動平均法による原価法

 (1）有価証券

     子会社株式及び関連会社

     株式

       移動平均法による原価法

 　　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）

 　　　時価のないもの

 　　　移動平均法による原価法

 (1）有価証券

     子会社株式及び関連会社

     株式

       移動平均法による原価法

     その他有価証券

       時価のあるもの

       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

 (2）たな卸資産

     移動平均法による原価法

 (2）たな卸資産

同　　　　左

 (2）たな卸資産

同　　　　左

 ２．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。

但し、平成10年4月1日以

降に取得した建物（附属設

備を除く）及び賃貸用資産

に係る建物並びに構築物は

定額法を採用しております。

　     なお、耐用年数及び残存

     価額については、法人税法

     に規定する方法と同一の基

     準によっております。

 (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

　   定額法によっている。

なお、ソフトウェアの減

価償却の方法は、社内にお

ける利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっており

ます。

 (2）無形固定資産

同　　　　左

 (2）無形固定資産

同　　　　左
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 項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ３．引当金の計上

   基準

 (1）貸倒引当金

　     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）賞与引当金

　     従業員の賞与の支払に備

     えるもので、支給見込額の

     当中間会計期間負担額を計

     上しております。

 (2）賞与引当金

同　　　　左

 (2）賞与引当金

　     従業員の賞与の支払に備

     えるもので、支給見込額を

     計上しております。

 (3）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

異は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）

による定額法により処理

しております。

 (3）退職給付引当金

同　　　　左

 

 (3）退職給付引当金

　     従業員の退職給付に備

     えるため、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き計

     上しております。

　     なお、数理計算上の差異

     は、その発生時の従業員の

     平均残存勤務期間以内の一

     定の年数（５年）による定

     額法により処理しておりま

す。

 (4）役員退職引当金

　     役員の退職慰労金の支払

     に備えるもので、内規に基

     づいて計上しております。

 (4）役員退職引当金

同　　　　左

 (4）役員退職引当金

　　 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、中

間決算日の直物為替相場によ

り換算し、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、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

　 税抜方式により行っておりま

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）

　当中間会計期間から「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」（企業会計基準委

員会　平成15年10月31日　企業会計基

準適用指針第６号）を適用しておりま

す。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

  ─────  （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年8月9日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用して

おります。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

  ─────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準

」（企業会計基準第５号　平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は4,843,531千円であります。

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日現在） 

当中間会計期間末

（平成18年９月30日現在）

前事業年度末

（平成18年３月31日現在）

※１．担保資産

(1）担保に供している資産

※１．　――――――――――

 

※１．　――――――――――

 

 (イ）建物 261,649千円 

 (ロ）土地(有形固定資産「その

他」)

142,056千円 

 (2）担保資産に対応する債務

 (イ）、(ロ）に対応する債務

 

 

 

 

一年以内返済長期借入金(流動

負債「短期借入金」) 

 22,000千円 

※２．有形固定資産の減価償却累計額

12,685,911千円 

※２．有形固定資産の減価償却累計額

         12,621,625千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額

        12,480,889千円

※３．仮払消費税等及び仮受消費税等

は両建で表示しており、流動資産

の「その他」に含まれている仮払

消費税等は215,091千円であり流

動負債の「その他」に含まれてい

る仮受消費税等は228,921千円で

あります。

※３．仮払消費税等及び仮受消費税等

は両建で表示しており、流動資産

の「その他」に含まれている仮払

消費税等は224,110千円であり流

動負債の「その他」に含まれてい

る仮受消費税等は217,330千円で

あります。

※３．　――――――――――

 

※４．　―――――――――― ※４．中間期末日満期日手形

中間期末日満期日手形の会計処理

について当中間期末日が金融機関

の休日であったが、満期日に決済

が行われたものとして処理してお

ります。 

　当中間期末日満期日手形の金額

は次のとおりであります。

受取手形 12,438千円

支払手形 372,460千円

流動負債のその

他に含まれる設

備関係支払手形

34,800千円

※４．　――――――――――

 

 ５．当社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行３行

と当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当中間会計

期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

　５．当社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行

２行と当座貸越契約を締結して

おります。この契約に基づく当

中間会計期間末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

　５．当社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行

２行と当座貸越契約を締結して

おります。この契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越極度額 550,000千円

 借入実行残高 －千円

差引額 550,000千円

当座貸越極度額 400,000千円

借入実行残高 　－千円

差引額 400,000千円

当座貸越極度額 400,000千円

借入実行残高 　－ 千円

差引額 400,000千円
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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．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

受取利息     4,361千円

受取配当金 35,377千円

技術指導料収入 11,107千円

為替差益 52,056千円

受取利息     1,444千円

受取配当金    50,522千円

技術指導料収入     3,743千円

為替差益       87千円

受取利息     6,718千円

受取配当金    46,049千円

技術指導料収入    27,536千円

為替差益    85,913千円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

支払利息 3,177千円 支払利息     2,876千円 支払利息 5,891千円

※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 ※３．　　　───────

貸倒引当金戻入益 2,974千円 貸倒引当金戻入益 3,009千円   

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目

固定資産除却損

機械及び装置 8,001千円

工具器具備品 27,451千円

その他 51千円

計 35,504千円

固定資産除却損

機械及び装置    4,124千円

工具器具備品     941千円

その他 803千円

計     5,869千円

固定資産除却損

機械及び装置 14,707千円

工具器具備品   62,977千円

その他   91千円

計    77,779千円

　５．減価償却実施額

有形固定資産 270,592千円

無形固定資産 22,600千円

　５．減価償却実施額

有形固定資産 276,159千円

無形固定資産    42,246千円

　５．減価償却実施額

有形固定資産   623,975千円

無形固定資産    49,448千円

※６．当中間会計期間における税金費

用については、簡便法による税効

果会計を適用しているため、法人

税等調整額は「法人税、住民税及

び事業税」に含めて表示しており

ます。

※６．　　　 同　　　　　左 ※６．　　　───────
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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

 株主の種類
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)

普通株式 618,888 390 － 619,278

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加390株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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①　リース取引

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）

　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

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)

工具器
具備品

310,383 186,001 124,382

合計 310,383 186,001 124,382

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

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)

工具器
具備品

168,266 88,222 80,044

合計 168,266 88,222 80,044

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)

期末残
高相当
額
(千円)

工具器
具備品

168,266 72,607 95,658

合計 168,266 72,607 95,658

（注）取得価額相当額の算定

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

るその割合が低いため、

支払利子込み法によって

おります。

（注）　同　　　　左 （注）取得価額相当額の算定

は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期

末残高等に占めるその割

合が低いため、支払利子

込み法によっております。

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 48,623千円

１年超 75,758千円

合　計 124,382千円

１年内  29,419千円

１年超   50,625千円

合　計   80,044千円

１年内   30,324千円

１年超   65,334千円

合　計   95,658千円

（注）未経過リース料中間期

末残高相当額の算定は、

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そ

の割合が低いため、支払

利子込み法によっており

ます。

（注）　同　　　　左 （注）未経過リース料期末残

高相当額の算定は、未経

過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等

に占めるその割合が低い

ため、支払利子込み法に

よっております。

３．支払リース料及び減価償

却費相当額

３．支払リース料及び減価償

却費相当額

３．支払リース料及び減価償

却費相当額

支払リース料 29,590千円

減価償却費相

当額
29,590千円

支払リース料 15,614千円

減価償却費相

当額
15,614千円

支払リース料 58,439千円

減価償却費相

当額
58,439千円

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
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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における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社は、平成17年11月２日開催の臨

時取締役会において、北米での汎用機

器生産、販売を行うため、子会社を設

立することを決議しました。

　新会社の概要は次のとおりであり、

平成18年12月から営業を開始する予定

であります。

 ＜新会社の概要＞

社　　名：Nikki America Fuel 　　

　　　　　Systems, LLC (NAFS,LLC)

所 在 地：アメリカ合衆国アラバマ州

オーバン市

Industrial Technology 

Park, Auburn City, 

Alabama State, USA

事業内容：気化器及びその他エンジン

用燃料供給装置の製造、販

売

設立予定：平成17年11月

株主 　 ：Nikki America Inc.(当社 

100％子会社）70％出資

Briggs & Stratton Corp. 

30％出資

代表者　：経営最高責任者（CEO）

荏原庸二　（当社顧問）

資本金　：3百万米ドル

──────  当社の連結子会社である

NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS, LLC は、

平成18年４月12日付でIndustrial 

Revenue Bond（IRB：米国産業歳入債）

及び借入による計８百万米ドルの資金

調達を実施しました。

内容はそれぞれ以下のとおりでありま

す。

 １. IRBによる調達

①借入先　　　：アラバマ州オーバン

市

②借入金額　　：896,800千円

（7,600千米ドル）

③利率　　　　：年3.08％

④返済期限　　：平成28年4月

⑤担保及び保証：FIFTH THIRD BANK

(F/T BK)のL/C保証

NIKKI AMERICA FUEL 

SYSTEMS, LLC のF/T 

BKへの担保提供

NIKKI AMERICA INC.

のF/T BKへの保証

⑥資金使途　　：工場設備資金

２. オーバン市の制度融資による調達

①借入先　　　：アラバマ州オーバン

市

②借入金額　　：47,200千円

（400千米ドル）

③利率　　　　：年3.08％

④返済期限　　：平成20年12月

⑤担保　　　　：NIKKI AMERICA FUEL 

SYSTEMS, LLC の不動

産担保 

 ⑥資金使途　　：工場建物改修資金
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比較製品別売上高

区分

前中間会計期間
平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで

当中間会計期間
平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで

増減（△）
前事業年度

平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで

金額（千円）
構成比率
（％）

金額（千円）
構成比率
（％）

金額（千円）
増減比率
（％）

金額（千円）
構成比率
（％）

自動車機器 1,437,332 23.8 1,312,752 21.5 △124,580 △8.7 2,827,954 22.8

ガス機器 1,636,669 27.1 2,023,333 33.1 386,667 23.6 3,471,916 28.0

汎用機器 2,458,453 40.7 2,260,505 36.9 △197,948 △8.1 4,944,084 39.8

部品、その他 255,725 4.2 280,783 4.6 25,056 9.8 674,368 5.4

不動産賃貸収入 247,224 4.1 239,155 3.9 △8,070 △3.3 494,448 4.0

合計 6,035,403 100.0 6,116,528 100.0 81,125 1.3 12,412,771 100.0

（上記の内輸出高） (2,492,833) (41.3) (2,753,254) (45.0) (260,421) (10.4) (5,313,007) (42.8)
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