
平成１９年３月期  個別中間財務諸表の概要            
平成１８年１１月１６日 

 

会 社 名  日 邦 産 業 株 式 会 社   上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号  ９９１３     本社所在都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http://www.nip.co.jp/） 

代  表  者  役  職  名  代表取締役 
氏    名  大 塚 眞 治 

問い合わせ先  責任者役職名  常務取締役 管理本部長 

         氏    名  笹 倉 健 一 郎  ＴＥＬ（052）263－1281 

決算取締役会開催日  平成１８年１１月１６日       中間配当制度の有無  有 

中間配当支払開始日  平成 －年 －月 －日       単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000 株） 

 

１．１８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                                      （百万円未満切捨て） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円   ％

１４，７４２ （  2.9）

１４，３３０ （  4.4）

百万円   ％

２９１ （△12.7）

３３３ （△21.2）

百万円   ％

３０３ （△22.9）

３９３ （△18.8）

１ ８ 年 ３ 月 期 ２９，６５９ （  8.3） ７００ （ △7.6） ８１８ （  8.3）

 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1 株当たり中間 

(当期)純利益 

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円   ％

３５１ （△15.3）

４１４ （  2.3）

円  銭

４２ ５１ 

５８ ２６ 

１ ８ 年 ３ 月 期 １，１２８ （ 45.0） １５０ ９７ 

(注) 1．期中平均株式数 18 年 9 月中間期 8,266,873 株 17 年 9 月中間期 7,119,388 株 18 年 3 月期 7,472,728 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                                      （百万円未満切捨て） 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 1 株 当 た り 純 資 産

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円 

１７，６９３   

１５，７８３   

百万円

７，８７５  

５，８３３  

％ 

４４．５  

３７．０  

円  銭

９５２ ９５ 

８１９ ４１ 

１ ８ 年 ３ 月 期 １７，８１９   ７，７４３  ４３．５  ９３６ ５５ 

(注)1．期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 8,264,659 株 17 年 9 月中間期 7,118,759 株 18 年 3 月期 8,267,659 株 

  2．期末自己株式数  18 年 9 月中間期   32,921 株 17 年 9 月中間期   28,821 株 18 年 3 月期   29,921 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 

 

通  期 

百万円 

３１，０００   

百万円

７００  

百万円

６５０  

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期） ７８円  ６３銭 

 

３．配当状況 

1 株当たり配当金 
・現金配当 

中間期末 期  末 年  間 

 

１８年３月期     

円  銭 

０ ００  

円  銭

１５ ００ 

円  銭 

１５ ００  

１９年３月期（実績） ０ ００  ―――― 

１９年３月期（予想） ――――  １５ ００ 
１５ 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ます。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) 【中間財務諸表】 

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 
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  1,352,237   2,207,400   1,948,251   

２ 受取手形 ※６ 1,628,204   1,740,008   1,663,808   

３ 売掛金  3,908,967   4,167,698   4,430,240   

４ たな卸資産  554,943   666,692   618,416   

５ 繰延税金資産  275,000   202,800   202,800   

６ その他 ※５ 709,103   194,259   1,069,948   

７ 貸倒引当金  △5,458   △4,471   △5,846   

流動資産合計   8,422,998 53.4  9,174,388 51.9  9,927,619 55.7 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産           

１ 建物 ※１ 
・２ 

―   1,304,214   1,355,521   

２ 土地 ※２ 960,356   727,831   974,850   

３ その他 ※１ 1,534,765   848,454   712,161   

有形固定資産合計  2,495,122   2,880,499   3,042,532   

(2) 無形固定資産  249,239   271,725   287,619   

(3) 投資その他の資産           

１ 投資有価証券 ※２ 1,033,554   1,096,709   1,234,281   

２ 関係会社株式  1,097,549   888,011   888,011   

３ 長期貸付金  1,544,554   2,255,876   1,353,037   

４ 破産更生債権等  1,115,395   ―   1,115,395   

５ 長期未収入金  307,800   300,000   303,900   

６ その他  656,461   916,488   807,720   

７ 貸倒引当金  △1,138,900   △90,296   △1,141,068   

投資その他の 
資産合計 

 4,616,414   5,366,790   4,561,276   

固定資産合計   7,360,775 46.6  8,519,015 48.1  7,891,430 44.3 

資産合計   15,783,774 100.0  17,693,404 100.0  17,819,049 100.0 
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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 
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 ※６ 326,766   361,922   366,106   

２ 買掛金  5,325,607   5,658,448   5,505,520   

３ 短期借入金 ※２ 739,570   889,500   787,350   

４ １年内償還社債  90,000   90,000   90,000   

５ １年内返済長期 
借入金 ※２ 804,000   802,900   1,014,400   

６ 未払法人税等  19,854   18,112   47,335   

７ 賞与引当金  164,788   178,443   166,517   

８ その他 ※５ 353,420   471,188   492,871   

流動負債合計   7,824,007 49.5  8,470,515 47.9  8,470,101 47.5 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債  345,000   255,000   300,000   

２ 長期借入金 ※２ 1,092,500   590,900   825,300   

３ 繰延税金負債  187,253   ―   ―   

４ 再評価に係る 
繰延税金負債  46,384   5,300   46,384   

５ 退職給付引当金  430,804   476,373   412,467   

６ その他  24,625   19,467   21,693   

固定負債合計   2,126,567 13.5  1,347,041 7.6  1,605,845 9.0 

負債合計   9,950,575 63.0  9,817,557 55.5  10,075,946 56.5 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   2,601,854 16.5  ― ―  3,137,754 17.6 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  1,428,433   ―   1,963,068   

２ その他資本剰余金  380,000   ―   380,000   

資本剰余金合計   1,808,433 11.5  ― ―  2,343,068 13.2 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  123,725   ―   123,725   

２ 任意積立金  1,790,000   ―   1,790,000   

３ 中間(当期) 
未処分利益  513,617   ―   1,226,987   

利益剰余金合計   2,427,342 15.4  ― ―  3,140,712 17.6 

Ⅳ 土地再評価差額金   △1,311,342 △8.3  ― ―  △1,311,290 △7.3 

Ⅴ その他有価証券評価 
差額金   320,769 2.0  ― ―  448,008 2.5 

Ⅵ 自己株式   △13,859 △0.1  ― ―  △15,149 △0.1 

資本合計   5,833,198 37.0  ― ―  7,743,102 43.5 

負債資本合計   15,783,774 100.0  ― ―  17,819,049 100.0 
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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 
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   ―   3,137,754   ―  

２ 資本剰余金           

（１）資本準備金  ―   1,963,068   ―   

（２）その他資本剰余金  ―   380,000   ―   

資本剰余金合計   ―   2,343,068   ―  

３ 利益剰余金           

（１）利益準備金  ―   123,725   ―   

（２）その他利益剰余金           

別途積立金  ―   2,740,000   ―   

繰越利益剰余金  ―   △813,608   ―   

利益剰余金合計   ―   2,050,116   ―  

４ 自己株式   ―   △18,118   ―  

株主資本合計   ― ―  7,512,820 42.5  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評価差額金   ―   356,288   ―  

土地再評価差額金   ―   6,737   ―  

評価・換算差額等合計   ― ―  363,026 2.0  ― ― 

純資産合計   ― ―  7,875,846 44.5  ― ― 

負債・純資産合計   ― ―  17,693,404 100.0  ― ― 
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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 
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   14,330,223 100.0  14,742,034 100.0  29,659,260 100.0 

Ⅱ 売上原価   12,586,183 87.8  12,918,421 87.6  25,961,757 87.5 

売上総利益   1,744,039 12.2  1,823,613 12.4  3,697,503 12.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,410,515 9.9  1,532,511 10.4  2,997,047 10.1 

営業利益   333,524 2.3  291,101 2.0  700,455 2.4 

Ⅳ 営業外収益 ※１  127,499 0.9  86,981 0.6  276,582 0.9 

Ⅴ 営業外費用 ※２  67,893 0.5  74,817 0.5  158,594 0.5 

経常利益   393,130 2.7  303,265 2.1  818,443 2.8 

Ⅵ 特別利益 ※３  39,151 0.3  97,657 0.7  207,064 0.7 

Ⅶ 特別損失 
※４ 
・５ 
・６ 

 11,184 0.1  67,022 0.5  205,799 0.7 

税引前中間(当期) 
純利益 

  421,097 2.9  333,900 2.3  819,708 2.8 

法人税、住民税及び 
事業税  25,530   23,536   44,121   

法人税等調整額  △19,193 6,337 0.0 △41,084 △17,547 △0.1 △352,593 △308,472 △1.0 

中間(当期)純利益   414,760 2.9  351,447 2.4  1,128,181 3.8 

前期繰越利益   95,380   ―   95,380  

土地再評価差額金 
取崩額   3,476   ―   3,424  

中間(当期) 
未処分利益 

  513,617   ―   1,226,987  
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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）                    （単位：千円） 

 株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

 資本金 資本 

準備金 

その他資本 

剰余金 

利益 

準備金 

別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

平成18年３月31日残高 3,137,754 1,963,068 380,000 123,725 1,790,000 1,226,987 △15,149 8,606,385 

中間会計期間中の変動額         

利益処分による剰余金の配当      △124,014  △124,014 

別途積立金の積立     950,000 △950,000  ― 

中間純利益      351,447  351,447 

自己株式の取得       △2,969 △2,969 

土地再評価差額金の取崩      △1,318,028  △1,318,028 

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     950,000 △2,040,595 △2,969 △1,093,564 

平成18年９月30日残高 3,137,754 1,963,068 380,000 123,725 2,740,000 △813,608 △18,118 7,512,820 

 

 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年３月31日残高 448,008 △1,311,290 △863,282 7,743,102 

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当    △124,014 

別途積立金の積立    ― 

中間純利益    351,447 

自己株式の取得    △2,969 

土地再評価差額金の取崩    △1,318,028 

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額（純額） 
△91,719 1,318,028 1,226,308 1,226,308 

中間会計期間中の変動額合計 △91,719 1,318,028 1,226,308 132,743 

平成18年９月30日残高 356,288 6,737 363,026 7,875,846 
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中間財務諸表作成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) たな卸資産 

商品……移動平均法による原価法 

製品……総平均法による原価法 

原材料…移動平均法による原価法 

(1) たな卸資産 

商品     同左 

製品     同左 

原材料       同左 

(1) たな卸資産 

商品     同左 

製品     同左 

原材料    同左 

 (2) 有価証券 

子会社株式 

 …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 

(2) 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) 

 時価のないもの 

同左 

(2) 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 

 …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 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 
有形固定資産 

 主として定率法(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)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。 

 また、取得価額が10万円以上20

万円未満の資産については、３

年間で均等償却する方法を採用

しております。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

 無形固定資産 

 ソフトウェア(自社利用)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。 

無形固定資産 

同左 

 

無形固定資産 

同左 

 

３ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については過去

の一定期間における貸倒実績か

ら算出した貸倒実績率による繰

入額を、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。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給対象期間に基づく賞与

支給見込額を計上しておりま

す。 

賞与引当金 

同左 

賞与引当金 

同左 

 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、退職給付債務から年金資産

を控除した額を計上しておりま

す。 

退職給付引当金 

同左 

 

退職給付引当金 

同左 

 

 
 
 
 
 



 40 

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 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 

５ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満たす金利

キャップ取引及び金利スワップ

取引については、特例処理を採

用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利

スワップ取引については、特例

処理を採用しております。 

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) 

   金利キャップ 

   金利スワップ 

  (ヘッジ対象) 

   借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  (ヘッジ手段) 

金利スワップ 

    

  (ヘッジ対象) 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  (ヘッジ手段) 

同左 

    

  (ヘッジ対象) 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

  借入金の金利変動リスクを回

避する目的で金利キャップ取引

及び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 

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 

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 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、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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会計処理の変更 
 

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) 

（原材料の評価方法） 

原材料の評価基準及び評価方法に

ついて、前中間会計期間においては、

先入先出法による原価法によってお

りましたが、前事業年度の下期にお

いて移動平均法による原価法に変更

しております。 

なお、前中間会計期間を変更後の

方法によった場合の前中間会計期間

の中間財務諸表に与える影響額は軽

微であります。 

 

（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。これにより、税引前中

間純利益が7,874千円減少しており

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

に基づき当該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7,875,846千円であります。 

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。 

――――― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から「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。これにより、税引前当期

純利益が130,864千円減少しており

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

づき当該各資産の金額から直接控除

しております。 

 

――――― 
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表示方法の変更 
 

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) 

――――― （中間貸借対照表） 
 前中間会計期間において有形固定資産｢その他｣に含め
て表示しておりました｢建物｣（前中間会計期間364,703千
円）については、資産総額の100分の5超となったため、当
中間会計期間より区分掲記しております。 
前中間会計期間まで区分掲記していた「破産更生債権

等」（当中間会計期間70,086千円）は、資産総額の100分の
５以下となったため、当中間会計期間より、投資その他の
資産「その他」に含めて表示しております。 
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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 

  1,712,790 千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

  1,462,763 千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

  1,334,127 千円 
 

※２ 担保資産 
イ) 建物 261,185 千円 

 土地 669,661 千円 

 投資有価 
証券 652,302 千円 

 計 1,583,149 千円 
    を、短期借入金626,380千

円、長期借入金1,456,600
千円(うち１年内返済長期
借入金567,600千円)及びNI
PPO MECHATRONICS PARTS 
(THAILAND) CO., LTD.の銀
行借入100,000千円と極度
額310,000千円の営業取引
の担保に供しております。 

※２ 担保資産 
イ) 建物 174,806 千円 

 土地 422,642 千円 

 投資有価 
証券 724,530 千円 

 計 1,321,978 千円 
    を、短期借入金671,600千

円、長期借入金852,200千円
(うち１年内返済長期借入
金495,600千円)及びNIPPO 
MECHATRONICS PARTS (THAI
LAND) CO., LTD.の銀行借
入100,000千円と極度額31
0,000千円の営業取引の担
保に供しております。 

※２ 担保資産 
イ) 建物 192,299 千円 

 土地 669,661 千円 

 投資有価 
証券 848,826 千円 

 計 1,710,787 千円 
    を、短期借入金669,880千

円、長期借入金1,441,600 
千円(うち１年内返済長期
借入金778,000千円)及び
NIPPO MECHATRONICS PARTS 
(THAILAND) CO., LTD.の銀
行借入金100,000千円と極
度額310,000千円の営業取
引の担保に供しておりま
す。 

 ３ 保証債務 
イ) NIPPO MECHATRONICS 

PARTS  (THAILAND) CO., 
LTD.の借入金100,000千円
に対して保証を行っており
ます。 

 ３ 保証債務 
イ) NIPPO MECHATRONICS 

PARTS  (THAILAND) CO., 
LTD.の借入金100,000千円
に対して保証を行っており
ます。 

 ３ 保証債務 
イ) NIPPO MECHATRONICS 

PARTS  (THAILAND) CO., 
LTD.の借入金100,000千円
に対して保証を行っており
ます。 

ロ) NIPPO MECHATRONICS 
(VIETNAM) CO., LTD.の割
賦・延払契約160,935千円
（1,421千米ドル）に対して
保証を行っております。 

ロ) NIPPO MECHATRONICS 
(VIETNAM) CO., LTD.の割
賦・延払契約124,196千円
（1,053千米ドル）に対して
保証を行っております。 

ロ) NIPPO MECHATRONICS 
(VIETNAM) CO., LTD.の割
賦・延払契約188,703千円
（970千米ドル）に対して保
証を行っております。 

ハ）   ――――― ハ）下記会社の買掛金に対して
保証を行っております。 
NHメカトロニクス 
株式会社   40,348千円 

ハ）下記会社の買掛金に対して
保証を行っております。 
日邦アミューズメント 
株式会社   39,138千円 
NHメカトロニクス 
株式会社   20,229千円 

 ４ 受取手形債権譲渡残高 
230,027千円 

（上記金額の20%を上限として
取立不能等の場合に買取義
務を負っております。） 

 ４ 受取手形債権譲渡残高 
100,006千円 

（上記金額の20%を上限とし
て取立不能等の場合に買取
義務を負っております。） 

 ４ 受取手形債権譲渡残高 
200,030千円 

（上記金額の20%を上限とし
て取立不能等の場合に買取
義務を負っております。） 

※５ 仮払消費税等及び仮受消費税
等は相殺のうえ、相殺後の差
額を流動資産「その他」に含
めて表示しております。 

※５ 仮払消費税等及び仮受消費税
等は相殺のうえ、相殺後の差
額を流動負債「その他」に含
めて表示しております。 

※５    ――――― 
 

※６    ――――― 
 

※６ 中間期末日満期手形の会計
処理については、当中間期末
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います。
当中間期末日満期手形は次
のとおりです。 
受取手形  58,652千円 
支払手形    94,018千円 

※６    ――――― 
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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 

 受取利息 24,667 千円 

 受取配当金 3,756 千円 

 仕入割引 19,214 千円 

 賃貸不動産
収入 15,272 千円 

 為替差益 43,607 千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

 受取利息 39,248 千円 

 受取配当金 4,014 千円 

 仕入割引 10,938 千円 

 賃貸不動産 
収入 12,566 千円 

 為替差益 1,894 千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

 受取利息 53,380 千円 

 受取配当金 27,784 千円 

 仕入割引 34,754 千円 

 賃貸不動産 
収入 29,194 千円 

 為替差益 80,920 千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 53,989 千円 

 手形売却損 997 千円 

 賃貸不動産 
原価 8,989 千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 60,579 千円 

 手形売却損 803 千円 

 賃貸不動産 
原価 6,246 千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 109,059 千円 

 手形売却損 1,961 千円 

 賃貸不動産 
原価 14,198 千円 

 
※３ 特別利益の主要項目 

 固定資産売
却益 2,127 千円 

 貸倒引当金 
戻入額 3,436 千円 

 投資有価証
券売却益 33,586 千円 

 

※３ 特別利益の主要項目 

 固定資産売
却益 90,795 千円 

 貸倒引当金 
戻入額 6,861 千円 

    
 

※３ 特別利益の主要項目 

 固定資産売
却益 5,131 千円 

 投資有価証
券売却益 33,589 千円 

 関係会社株
式売却益 167,462 千円 

 
※４ 特別損失の主要項目 

 固定資産 
処分損 2,029 千円 

 投資有価証
券評価損 1,280 千円 

 減損損失 7,874 千円 
 

※４ 特別損失の主要項目 

 固定資産 
処分損 5,606 千円 

 減損損失 61,416 千円 

    
 

※４ 特別損失の主要項目 

 固定資産 
処分損 5,927 千円 

 製品補償 
損失 25,000 千円 

 減損損失 130,864 千円 

 前期損益 
修正損 40,380 千円 
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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) 

※５ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計上

しております。 

用途 種類 場所 減損損失 
（千円） 

遊休
資産 土地 福井県大飯

郡高浜町 7,874 

当社の減損会計適用にあたっての

資産のグルーピングは、継続的に損

益の把握を実施している管理会計上

の単位である事業グループで行って

おります。なお、賃貸物件と遊休資

産については個々の物件単位でグル

ーピングを行っております。 

上記土地に関しては今後の使用見

込がなく、かつ市場価格が下落して

いるため、減損損失を認識しました。 

なお、当該資産の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、

重要性が乏しいため固定資産税評価

額を合理的に調整した価格に基づき

算定しております。 

※５ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計

上しております。 

用途 種類 場所 減損損失 
（千円） 

蒲田
倉庫 

土地 
建物 
構築物 
機械装置等 

東京都 
大田区 

39,788 

遊休
資産 

建物 
構築物等 

愛知県 
一宮市 

20,973 

遊休
資産 土地 

長野県 
塩尻市 

654 

当社の減損会計適用にあたって

の資産のグルーピングは、継続的に

損益の把握を実施している管理会

計上の単位である事業グループで

行っております。なお、賃貸物件と

遊休資産については個々の物件単

位でグルーピングを行っておりま

す。 

上記蒲田倉庫と愛知県一宮市の

遊休資産に関しては近いうちに外

部に売却する予定であり、かつ売却

損が見込まれるため、また、長野県

塩尻市の遊休資産に関しては今後

の使用見込がなく、かつ市場価格が

下落しているため、減損損失を認識

しました。 

なお、回収可能価額はいずれも正

味売却価額により測定しており、蒲

田倉庫と愛知県一宮市の遊休資産

については売却予定額に基づき、ま

た、長野県塩尻市の遊休資産に関し

ては重要性が乏しいため固定資産

税評価額を合理的に調整した価格

に基づき算定しております。 

※５ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下

の資産について減損損失を計上し

ております。 

用途 種類 場所 減損損失 
（千円） 

一宮
工場 

土地 
建物 
構築物 

愛知県 
一宮市 122,990 

遊休 
資産 土地 福井県大飯

郡高浜町 7,874 

当社の減損会計適用にあたって

の資産のグルーピングは、継続的に

損益の把握を実施している管理会

計上の単位である事業グループで

行っております。なお、賃貸物件と

遊休資産については個々の物件単

位でグルーピングを行っておりま

す。 

上記一宮工場に関しては、生産機

能を稲沢工場に移管することが決

定しており、移管後は外部に売却す

る予定であり、かつ売却損が見込ま

れるため、また、遊休資産に関して

は今後の使用見込がなく、かつ市場

価格が下落しているため、減損損失

を認識しました。 

なお、回収可能価額はいずれも正

味売却価額により測定しており、一

宮工場については売却予定額に基

づき、また、遊休資産に関しては重

要性が乏しいため固定資産税評価

額を合理的に調整した価格に基づ

き算定しております。 

※６     ――――― 

 

 

７ 減価償却実施額 

 有形固定 
資産 124,826 千円 

 無形固定 
資産 27,589 千円 

 

※６     ――――― 

 

 

７ 減価償却実施額 

 有形固定 
資産 196,847 千円 

 無形固定 
資産 36,777 千円 

 

※６ 前期損益修正損 

過年度納入製品の単価修正によ

るものであります。 

７ 減価償却実施額 

 有形固定 
資産 297,315 千円 

 無形固定 
資産 58,148 千円 
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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 
（千株） 

当中間会計期間 
増加株式数(千株) 

当中間会計期間 
減少株式数(千株) 

当中間会計期間末株式数
（千株） 

普通株式（注） 29 3 ― 32 

合計 29 3 ― 32 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

(リース取引関係)  
 

 
ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 
（有価証券関係） 

前中間会計期間末 (平成17年９月30日) 
時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

 
当中間会計期間末 (平成18年９月30日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 
 

前事業年度末 (平成18年３月31日) 
時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

 

（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。 
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（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) 

――――― （新株予約権の発行について） 
 当社は平成18年10月6日開催の取締
役会において、会社法第236条、第238
条及び第239条の規定に基づき、取締
役、監査役、業務執行役員及び従業員
に対するストックオプションとして
の新株予約権の発行について決議い
たしました。同決議による新株予約権
の発行の内容は下記のとおりであり
ます。 

 
１. 取締役及び監査役に対する新株予

約権の発行 
(1) 新株予約権の発行日 

平成 18 年 10 月 31 日 
(2) 新株予約権の発行数 

570 個（各新株予約権 1 個当た
り株式の数 100 株） 

(3) 新株予約権の発行価格 
1 株当たり 206 円 

(4) 発行価額の総額 
56,544,000 円 

(5) 新株予約権の目的たる株式の
種類及び数 
当社普通株式 57,000 株 

(6) 新株予約権の行使に際しての
払込金額 
1 株につき 992 円 

(7) 新株予約権の行使期間 
平成 21 年 11 月 1 日から 
平成 23 年 10 月 31 日まで 

(8) 新株予約権の割当対象者数 
当社取締役及び監査役 9 名 
 

２. 従業員等に対する新株予約権の発
行 
(1) 新株予約権の発行日 

平成 18 年 10 月 31 日 
(2) 新株予約権の発行数 

1,376 個（各新株予約権 1 個当
たり株式の数 100 株） 

(3) 新株予約権の発行価格 
無償 

(4) 発行価額の総額 
136,499,200 円 

(5) 新株予約権の目的たる株式の
種類及び数 
当社普通株式 137,600 株 

(6) 新株予約権の行使に際しての
払込金額 
1 株につき 992 円 

(7) 新株予約権の行使期間 
平成 21 年 11 月 1 日から 
平成 23 年 10 月 31 日まで 

――――― 
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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) 

 (8) 新株予約権の割当対象者数 
当社業務執行役員及び従業
員255名 

 

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 




