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平成 １９ 年 ３ 月期   中間決算短信（非連結） 平成１８年１１月１６日 

上場会社名  トーヨーコーケン株式会社       上場取引所 ＪＱ 

コード番号  ６３５２               本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.toyokoken.co.jp） 
代  表  者  役 職 名  代表取締役社長  氏 名  小島 康夫 
問合せ先責任者   役 職 名  取締役      氏 名  岸本 建一      ＴＥＬ (03) 5857-3162 
決算取締役会開催日  平成１８年１１月１６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） 

親会社等の名称 トーヨーカネツ株式会社（コード番号：６３６９）   親会社等における当社の議決権所有比率39.3％ 
 
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)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 
 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円   ％
 １，５２３  （０．５）
 １，５１５（△１１．５）

百万円   ％
８２（４７４．２）
１４（  ―  ）

百万円   ％
７１（  －  ）
６（  －  ）

１８年３月期  ２，８８４      ５０              ２８ 
 

 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 

 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円   ％
    ９７（６８０．２）
    １２（  ―  ）

   円   銭
 １１  ６９ 

      １  ５０ 

   円   銭
― 
― 

１８年３月期     ２４ ２  ９０ ― 

(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 8,315,860株  17年9月中間期 8,322,126株 18年3月期 8,320,135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                  (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。 

 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 
３，２６８ 
３，００６ 

百万円
５２１
４１６

％ 
１６．０ 
１３．９ 

円   銭
６２  ７４ 
５０  １０ 

１８年３月期 ３，０２４ ４３２ １４．３  ５１  ９８ 

(注)①期末発行済株式数 18年9月中間期8,315,843株  17年9月中間期8,320,019株  18年3月期8,315,953株 
②期末自己株式数  18年9月中間期  37,802株   17年9月中間期  33,626株  18年3月期  37,692株 

 

(3) キャッシュ･フローの状況           (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。 

 
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

 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円 
１６２ 
３２ 

百万円
△２４

        △２０

百万円 
△１５ 

         △６３ 

百万円
３２５

        ２２９

１８年３月期 ５３ △４５ △８６ ２０３

 
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 
３，１５３ 

百万円
１３６

百万円
１６１

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） １９円 ３６銭 
 
３．配当状況 
・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 ０．００ ０．００ ０．００ 

１９年３月期（実績） ０．００ － 

１９年３月期（予想） － － 
－ 

  ※ 上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれておりま 
    すので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。 



１． 企業集団の状況 

 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（トーヨーコーケン株式会社）及びその他の関係会社１社により構

成されており、巻上機、荷揚機、コンベヤ、建設用機械及びゴンドラ、バランサ、ロボットの製造販売、レンタルを主な

事業内容としている他に、貯蔵タンクの製造販売、住宅建築請負等の事業活動を展開しております。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 

 

 

巻上機、荷揚機、コンベヤ・・・・・・ 当社が製造販売しております。 

建設用機械、ゴンドラ  

バランサ、ロボット  

貯蔵タンク、住宅建築請負・・・・・・ その他の関係会社のトーヨーカネツ㈱が製造販売、住宅

建築請負をしております。 

     

    

（事業系統図） 

 

得  意  先 

 

 

           製                              製 

 

           品                              品 

 

当社 

（財務諸表提出会社） 
 

トーヨーカネツ㈱ 

（その他の関係会社） 

巻上機、荷揚機、コンベヤ 

建設用機械、ゴンドラ、 

バランサ、ロボットの製造、販売 

 
貯蔵タンクの製造販売 

住宅建築請負 
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２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 
  当社は、顧客、株主・投資家、従業員などの関係者が相互に満足を得る「最良の会社」となることを企業理念としていま

す。経営環境のドラスティックな変化や急速な技術の発展にも耐えうる開発スピードおよびコスト対応力の強化を図り、開

発指向メーカーとして、幅広い顧客のニーズに応えるべく高品質かつ高付加価値な製品を供給してまいります。”人にやさ

しく、より生産性の高い、ユニークな製品作り”を実現し、企業の発展と社会的責任を果たすことを目指しております。 

 
(2) 会社の利益配分に関する基本方針 
 当社は、株主への利益還元を経営の重要課題として事業経営を行っています。この方針に基づき、安定的な経営基盤の確

保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、業績に応じた適正な利益配分を実施してゆく所存であります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
  当社は、1単元の株式数を1,000株としております。投資単位の引下げについては、個人投資家の株式市場への参加を促

進し、株式流動性の向上を図るうえで有用な施策であると認識しておりますが、当社の株価が長期的・継続的に現在の水準

を大幅に上回って推移する状態になった場合に改めて検討したいと考えております。 

 
  (4) 目標とする経営指標 
  当社は、恒常的な黒字確保を最大の経営課題として捉え、利益率重視の事業展開を図っております。この経営方針の進捗

状況をモニタリングする経営指標といたしまして、当社では限界利益率(売上高より材料費・外注費を控除したものの売上

高に対する比率)、売上総利益率、売上高営業利益率及び売上高経常利益率を重視しております。 

 

 (5)  中長期的な会社の経営戦略 

   当社は、平成15年 4月から平成18年 3月までの3年間を経営再建期間として位置づけ、慢性的な赤字体質から脱却し安

定的な収益を確保できうる企業体質に転換することを最重要課題として取り組んでまいりました。事業の選択と集中の考え

のもと、持てる経営資源を得意分野、成長分野に集約し、営業体制の再構築、利益追求型の体制・組織への移行、技術力を

生かした新製品開発、用途開発の積極的な推進、コストダウンの実現等の諸施策を実行した結果、平成 17 年 3 月期には 7

期ぶりに黒字転換を達成し、平成 18 年 3 月期も低水準ではありますが黒字を確保するなど、所期の目標はほぼ達成できた

ものと考えております。 

  経営再建期間に続く向う３年間（平成18年 4月から平成21年 3月まで）は、将来の社業発展の礎を築く期間として位置

づけ、再建期間中に培った力を結集し「競争力の強化」に全社を挙げて取り組み、守りから攻めの経営へ転換してまいりま

す。 

  特に、当社の主力製品であるウインチ及びバランサの両部門について、今後さらに経営資源を集中し、特化することによ

り営業力並びに効率的な生産・技術開発力を強化し、競合他社との差別化を図ってまいります。業界をリードする企業とし

て新製品開発・用途開発を通じさまざまなお客様のニーズに応えうる体制を整え、より一層存在価値が認められる企業を目

指してまいります。 

 

 (6)  会社の対処すべき課題 

  当社の主力製品であるウインチ及びバランサの両部門において業界のリーディングカンパニーとしての地位を確立する

ために、全社を挙げて「競争力の強化」すなわち「利益が生み出せる売上水準確保のための営業力強化」とそれを支える「効

率的な生産・開発体制の構築」という課題に鋭意取り組んでまいります。  

  営業部門では、従来機種より高性能・高機能である新製品「スーパーベビーホイスト」と「ウルトラバラマン」の販売促

進活動を推進し、将来的に標準機種に育てて行くとともに、営業力強化のため販売企画の強化、商品企画の充実に取り組ん

でまいります。また、生産部門では、営業支援体制の構築と技術開発面・生産面・人的側面の各体制強化に努めてまいりま

す。 

 

 (7) その他、会社の経営上重要な事項 

  該当する事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

 

 (1) 経営成績 

  当上半期の我が国経済は、原油価格の高騰、米国の景気減速などの懸念材料を抱えていたものの、設備投資が引き続き堅

調に推移し、個人消費も雇用・所得環境の改善を受け伸びは鈍化しましたが底堅く推移するなど、景気の緩やかな回復過程

が続きました。 

  当社の事業を取り巻く環境としましては、建設関連では、景気回復に伴い民間工事に拡大傾向が見えますが、公共工事は

国・地方公共団体の厳しい財政状況を反映し、引き続き縮小傾向が続いております。物流関連では、好調な企業収益と潤沢

な手元資金を背景に幅広い業種で工場の新設や製造ラインの高度化投資が活発化しており、引き続き民間設備投資が好調に

推移しております。 

  このような情勢のもと、当社は、中核事業であるウインチとバランサの両部門に経営資源を集中し、利益率重視の受注活

動を展開し売上高確保を図るとともに、顧客ニーズに応え、効率的な生産・開発体制を構築することにより、安定した収益

の確保を第一義として取り組んでまいりました。また、本年度に迎える創立 50 周年を記念して、ウインチとバランサの製

品において従来機種より高性能、高機能である新製品「スーパーベビーホイスト」と「ウルトラバラマン」を開発してまい

りましたが、本年9月に市場投入することができました。 

  営業部門では、営業所の体制見直し（人員配置・新人の採用等）を行い営業力の強化を図るとともに、代理店・販売店と

の情報交換・連携を密にして受注獲得の推進を図りました。また、直販の強化を狙いに、ウインチ部門においては主に広域

レンタル業界向けに対し、バランサ部門においては設備投資が旺盛な業界（自動車、デジタル家電等）に対し積極的な営業

展開を図りました。バランサ事業においては、当社バランサ製品（バラマン）の市場認知度向上のため引き続き各種展示会

へ積極的に出展し、新規顧客の開拓を推進いたしました。 

  生産部門においては、原価管理の徹底、不具合作業の撲滅等利益率向上への継続的な取り組みと営業支援体制の構築の一

環として引き合い物件への迅速な対応（積算・図面・技術支援による提案型営業等）を図り、製販一体となった問題解決型

の物づくりと製品開発に取り組みました。                                         

  以上の結果、当上半期の売上高は1,523,114 千円（前年同期比0.5％増）となりました。主力部門であるウインチおよび

バランサの売上高は、それぞれ前年同期比 5.4％増、5.8％増となり順調に推移しましたが、その他の部門であるコンベヤ、

ロボットが前年同期比減少した結果、全体の売上高は微増にとどまりました。一方、損益面につきましては、ウインチ、バ

ランサなど主力製品の売上高が伸長したことに加え製造経費の節減を図り生産効率化に努めた結果、売上高総利益率が前年

同期比4.7％改善したこと、販売管理費についても圧縮に努めたことより、経常利益71,714千円（前年同期は6,233千円の

経常利益）を確保することができました。 

  また、特別利益として受取保険金48,006千円など51,491千円、特別損失として役員弔慰金10,000千円など25,099千円

をそれぞれ計上したことにより、中間純利益は97,180千円（前年同期は12,455千円の中間純利益）となりました。 

 

 (2) 財政状態 

  ① 当中間会計期間末の資産、負債、純資産の状況 

  （流動資産） 

  当中間会計期間末における流動資産の残高は2,139,344 千円（前中間会計期間末は1,843,593 千円）となり、295,750千

円増加いたしました。これは、現金及び預金が96,413千円、受取手形が82,728千円、たな卸資産が123,887千円それぞれ

増加したことによるものです。 

  （固定資産） 

  当中間会計期間末における固定資産の残高は1,128,923千円（前中間会計期間末は1,163,098千円）となり、34,174千円

減少いたしました。これは、主に機械装置が 13,461 千円、リース資産が 6,528 千円、出資金が 7,000 千円それぞれ減少し

たことによるものです。 

  （流動負債） 

  当中間会計期間末における流動負債の残高は2,435,901 千円（前中間会計期間末は2,172,564 千円）となり、263,336千

円増加いたしました。これは、主に支払手形が 131,366 千円、買掛金が 44,909 千円、短期借入金が 138,000 千円それぞれ

増加し、株主借入金が62,746千円減少したことによるものです。 
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  （固定負債） 

  当中間会計期間末における固定負債の残高は310,669 千円（前中間会計期間末は417,273 千円）となり、106,603 千円減

少いたしました。これは、主に長期株主借入金が約定返済により112,800千円減少したことによるものです。 

  （純資産） 

  当中間会計期間末における純資産の残高は 521,696 千円（前中間会計期間末は資本の部 416,853 千円）となり、104,843

千円増加いたしました。これは、当中間会計期間において黒字を確保できたことによるものです。 

 

  ② 当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

  当中間会計期間末における現金および現金同等物は、前中間会計期間末に比べ96,413千円増加し、325,939千円となりま

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増減要因は以下のとおりであります。  

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、162,675千円のプラスとなりました。これは、税引前中間純利益98,106千円を計

上し、売上債権の増加額 175,929 千円、たな卸し資産の増加額 39,235 千円等の減少要因はありましたが、仕入債務の増加

額150,682千円、割引手形の増加額84,499千円等によりプラスとなりました。 

  （投資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・フローは、24,489千円のマイナスとなりました。これは、山梨事業所の建物補修及び販売促

進のためのデモ用機械等の有形固定資産の取得によるものです。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、15,311千円のマイナスとなりました。これは、短期借入金が100,000千円増加し

ましたが、短期株主借入金が58,872千円、長期株主借入金が56,400千円、それぞれ減少したことによるものです。 

 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 

平成17年 

３月期 

平成18年 

３月期 

平成19年 

３月期 

 

期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 11.9 13.9 14.3 16.0 

時価ベースの自己資本比

率（％） 
30.3 61.7 55.5 62.8 

債務償還年数（年） 6.6 26.9 32.4 5.3 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
5.8 1.6 1.4 9.1 

   （注）１．各指標の算出方法は次のとおりであります。 

        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 

      ２．株式時価総額は、期末（中間）株価終値×期末（中間）発行済株式数（自己株式控除後）により算出してお

ります。 

      ３．有利子負債は、貸借対照表（中間貸借対照表）に計上されている借入金を対象としております。また、営業

キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書（中間キャッシュ・フロー計算書）に計上さ

れている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。 

      ４．債務償還年数の中間期における計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため2倍しております。 
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 (3) 通期の見通し 

  下半期の我が国経済の見通しといたしましては、民間設備投資を中心に景気は拡大基調を辿るものと推測されます。 

  このような状況下、上半期に引き続き製販一体となって設備投資が活発な業種に狙いを定めた受注活動を推進してまいり

ます。また、9 月に市場投入した新製品「スーパーベビーホイスト」と「ウルトラバラマン」のＰＲ活動に努め販売を軌道

にのせてまいります。 

  以上の結果、通期の業績予想につきましては、売上高3,153百万円、経常利益136百万円、当期純利益161百万円を予想

しております。 

 

  上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれておりますので、実際の

業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。 

 

 (4) 事業等のリスク 

 （特定の取引先への依存について） 

  当社は、主要株主であるトーヨーカネツ株式会社より資金面等の支援を受けております。当中間会計期間末における同社

からの借入金は1,259,353千円となっており、当中間会計期間末の借入金全体の73.7％と高い比率を占めております。同社

の当社に対する取引方針が変化した場合、当社の資金繰りに影響を与える可能性があります。 
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４.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  229,525 325,939 203,065 

2.受取手形 ※４ 423,064 505,792 437,607 

3.売掛金  539,210 537,038 513,793 

4.たな卸資産  634,095 757,982 718,746 

5.その他  18,990 13,894 9,904 

貸倒引当金  △1,293 △1,303 △4,228 

流動資産合計   1,843,593 61.3 2,139,344 65.5  1,878,888 62.1

Ⅱ 固定資産    

1.有形固定資産 ※１   

(1)建物 ※２ 178,612 182,813 181,273 

(2)土地 ※２ 723,755 723,755 723,755 

(3)その他 ※２ 114,688 91,582 90,053 

有形固定資産合計  1,017,056 998,151 995,082 

2.無形固定資産  31,956 25,656 27,306 

3.投資その他の資産    

(1)投資有価証券 ※２ 61,247 56,586 69,284 

(2)出資金  33,789 26,789 33,789 

(3)長期貸付金  178,863 3,270 3,510 

(4)その他  94,398 42,238 47,144 

貸倒引当金  △254,213 △23,767 △30,240 

投資その他の資産
合計 

 114,084 105,116 123,487 

固定資産合計   1,163,098 38.7 1,128,923 34.5  1,145,876 37.9

資産合計   3,006,691 100.0 3,268,267 100.0  3,024,765 100.0
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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 ※４ 453,013 584,380 452,191 

2.買掛金  82,359 127,269 108,775 

3.短期借入金 ※２ 312,000 450,000 350,000 

4.短期株主借入金 ※２ 1,119,499 1,056,753 1,115,625 

5.1年以内に返済予定 
 の長期株主借入金 

※２ 112,800 112,800 112,800 

6.未払金  3,702 829 4,001 

7.未払法人税等  3,287 3,916 1,149 

8.賞与引当金  15,000 20,000 15,000 

9.その他  70,901 79,952 63,165 

流動負債合計   2,172,564 72.2 2,435,901 74.5  2,222,708 73.5

Ⅱ 固定負債    

1.長期株主借入金 ※２ 202,600 89,800 146,200 

2.退職給付引当金  206,055 214,334 211,827 

3.役員退職慰労引 
 当金 

 320 320 320 

4.繰延税金負債  7,697 5,615 10,855 

5.その他  600 600 600 

固定負債合計   417,273 13.9 310,669 9.5  369,802 12.2

負債合計   2,589,837 86.1 2,746,570 84.0  2,592,511 85.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 8 -



 

  
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   897,498 29.9 － －  897,498 29.7

Ⅱ 利益剰余金    

中間（当期）未処理
損失 

 487,831 － 476,130 

利益剰余金合計   △487,831 △16.2 － －  △476,130 △15.7

Ⅲ その他有価証券評価
差額金 

  11,309 0.3 － －  15,948 0.5

Ⅳ 自己株式   △4,122 △0.1 － －  △5,062 △0.2

資本合計   416,853 13.9 － －  432,254 14.3

負債資本合計   3,006,691 100.0 － －  3,024,765 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   － － 897,498 27.5  － －

 ２ 利益剰余金    

 その他 
 利益剰余金 

   

 繰越利益剰余金  － △378,949 － 

 利益剰余金合計   － － △378,949 △11.6  － －

 ３ 自己株式   － － △5,101 △0.2  － －

  株主資本合計   － － 513,446 15.7  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

    その他有価証券評 
   価差額金 

  － － 8,250 0.3  － －

  評価・換算差額等合 
  計 

  － － 8,250 0.3  － －

純資産合計   － － 521,696 16.0  － －

負債純資産合計   － － 3,268,267 100.0  － －
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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   1,515,306 100.0 1,523,114 100.0  2,884,883 100.0

Ⅱ 売上原価   1,193,545 78.8 1,128,893 74.1  2,218,414 76.9

売上総利益   321,760 21.2 394,220 25.9  666,469 23.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  307,314 20.3 311,273 20.5  615,835 21.3

営業利益   14,446 0.9 82,946 5.4  50,633 1.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  33,261 2.2 30,462 2.0  60,942 2.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  41,474 2.7 41,694 2.7  82,658 2.9

経常利益   6,233 0.4 71,714 4.7  28,917 1.0

Ⅵ 特別利益 ※３  7,316 0.5 51,491 3.3  14,830 0.5

Ⅶ 特別損失 ※４  168 0.0 25,099 1.6  17,754 0.6

税引前中間（当期）
純利益 

  13,381 0.9 98,106 6.4  25,992 0.9

法人税、住民税及
び事業税 

  926 0.1 926 0.0  1,836 0.1

中間（当期）純利
益 

  12,455 0.8 97,180 6.4  24,156 0.8

前期繰越損失   500,287 －  500,287

中間（当期）未処
理損失 

  487,831 －  476,130
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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 評価・換算差額等 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

繰越利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 

          （千円） 
897,498 △476,130 △5,062 416,305 15,948 432,254 

中間会計期間中の変動額       

 中間純利益  97,180  97,180  97,180 

 自己株式の取得   △39 △39  △39 

 株主資本以外の項目の中間会 

 計期間中の変動額（純額） 
    △7,698 △7,698 

中間会計期間中の変動額合計 

          （千円） 
－ 97,180 △39 97,140 △7,698 89,442 

平成18年９月30日 残高 

          （千円） 
897,498 △378,949 △5,101 513,446 8,250 521,696 
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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  13,381 98,106 25,992 

減価償却費  24,025 18,549 50,100 

減損損失  － － 17,585 

退職給付引当金の増減額  6,387 2,507 12,158 

賞与引当金の増減額  － 5,000 － 

貸倒引当金の増減額  △7,316 △9,397 △4,371 

受取利息及び受取配当金  △433 △531 △716 

支払利息  18,103 17,395 35,979 

有形固定資産除却損  － 4,521 － 

有形固定資産売却損  168 － 168 

売上債権の増減額  231,755 △175,929 302,539 

たな卸資産の増減額  73,256 △39,235 △11,395 

仕入債務の増減額  △312,969 150,682 △287,375 

未払消費税等の増減額  △4,098 3,629 △10,462 

割引手形の増減額  20,346 84,499 △39,563 

受取保険金  － △48,006 － 

ゴルフ会員権評価損  － 7,000 － 

その他  △7,020 15,061 3,318 

小計  55,587 133,851 93,960 

利息及び配当金の受取額  433 531 716 

利息の支払額  △19,738 △17,877 △37,617 

受取保険金  － 48,006 － 

法人税等の支払額  △3,781 △1,836 △3,781 

営業活動によるキャッシュ・フロー  32,499 162,675 53,277 
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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） 

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  △28,768 △24,489 △45,805 

有形固定資産の売却による収入  950 － 950 

無形固定資産の取得による支出  △500 － △500 

貸付による支出  － － － 

貸付金の回収による収入  330 240 615 

投資有価証券の取得による支出  △39 △240 △279 

その他  7,032 － － 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △20,995 △24,489 △45,019 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額 

（△は純減少額） 
 288,000 100,000 326,000 

短期株主借入金の純増加額 

（△は純減少額） 
 △254,633 △58,872 △258,508 

長期借入金の返済による支出  △40,000 － △40,000 

長期株主借入金の返済による支出  △56,400 △56,400 △112,800 

自己株式の取得による支出  △633 △39 △1,573 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △63,667 △15,311 △86,882 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △52,163 122,874 △78,624 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  281,689 203,065 281,689 

Ⅵ 現金及び現金同等物中間期末（期末） 

    残高 
 229,525 325,939 203,065 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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、前中間会計期間まで継続的な営

業損失を計上しておりましたが、前事業年

度に引き続き当中間会計期間においては、

営業利益、経常利益、中間純利益、営業

キャッシュ・フローの黒字化が達成できま

した。それらは前々事業年度より実施して

きた事業の構造改革の成果であり、加えて

着実な営業活動を行った結果であります。

一方財務体質においては、銀行より新たな

資金調達を果たせ、主要株主であるトー

ヨーカネツ株式会社以外からも調達が可能

となり、財務面においても改革が明確と

なっております。しかしながら事業全体か

ら見ますと、十分な改善には至っておりま

せん。よって当該状況により、継続企業の

前提に重要な疑義が存在しております。 

 当社は当該状況を解消すべく、引き続き

これまで以上に事業の構造改革路線を継続

し収益の安定確保に努める所存であり、中

核事業の一つであります搬送設備機器部門

において輸出を含む直接販売の比重を高

め、その他流通販売についても経路の短縮

に注力することにより流通販売経費のカッ

トを狙い、且つエンドユーザーにより密着

することによって客先の技術及びシステム

上の要求に即応して売上の増加及び収益の

向上を目指します。さらに一方の中核事業

でありますウインチ、荷揚機部門等におき

ましても製造と販売の協力体制を蜜にし

て、着実な営業活動を実施してまいりま

す。技術面では両中核部門において技術開

発を推進し、新製品を連続的に市場に投入

いたします。又、引き続きトーヨーカネツ

株式会社から資金面の支援を受けておりま

す。 

 中間財務諸表は、継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑義の

影響を中間財務諸表には反映しておりませ

ん。 

                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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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）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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） 

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）

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 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 製品 製品 製品 

 先入先出法による原価法

但し、バランサ、ロボッ

トについては個別法によ

る原価法 

同左 同左 

 原材料・仕掛品 原材料・仕掛品 原材料・仕掛品 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法 同左 同左 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備

を除く）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。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備

を除く）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。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備

を除く）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。 

 建物及び構築物   ７～41年 建物及び構築物   ８～38年 建物及び構築物   ７～41年

 機械装置及び運搬具 ２～13年 機械装置及び運搬具 ３～17年 機械装置及び運搬具 ２～13年

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 自社利用のソフトウェア 自社利用のソフトウェア 自社利用のソフトウェア 

 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。 

同左 同左 

 営業権  営業権 

  商法施行規則の規定する５

 年以内に均等額以上を償却

 する方法を採用しておりま

 す。 

          商法施行規則の規定する５

 年以内に均等額以上を償却

 する方法を採用しておりま

 す。 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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。 

 

同左 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） 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備えるた

め当会計年度下期の支給見込額

のうち、当中間会計期間に帰属

する部分の金額を計上しており

ます。 

同左  従業員の賞与支給に備えるた

め翌事業年度の支給見込額のう

ち、当事業年度に帰属する部分

の金額を計上しております。 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (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

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

（203,313千円）については15

年による按分額を費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異は、各会計

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（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

 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（５年）

による定額法により按分した額

を償却することとしておりま

す。 

同左  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

（203,313千円）については、

15年による按分額を費用処理し

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（５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。 

 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（５年）

による定額法により按分した額

を償却することとしておりま

す。 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

  役員の退職金支給に備えるた

め内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。 

同左  役員の退職金支給に備えるた

め内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

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．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資金

の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日

から3ヶ月以内に満期日の到来す

る流動性の高い、容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に関し

て僅少なリスクしか負わない短期

的な投資からなっております。

 

 

同左 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） 

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 

①消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方式

 によっております。 

①消費税等の会計処理 

       同左 

①消費税等の会計処理 

       同左 

────  仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

同左 

 

 

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

引前当期純利益が17,585千円減少しており

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年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521,696千円であります。 

 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） 

項目 
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 

※２担保資産 

         1,159,586千円

 

(1）担保提供資産簿価 

           1,202,431千円

 

(1）担保提供資産簿価 

         1,181,011千円

 

(1）担保提供資産簿価 

 
 

建物及び構築物 149,811千円

土地 558,659 

投資有価証券 19,472 

計 727,943 
  

 
建物及び構築物 155,990千円

土地 558,659 

投資有価証券 14,564 

計 729,214 
  

 
建物及び構築物 153,501千円

土地 558,659 

投資有価証券 17,816 

計 729,977 
  

 (2）担保付債務 (2）担保付債務 (2）担保付債務 

 
 
短期借入金 12,000千円

短期株主借入金 1,119,499千円

1年以内に返済

予定の長期株主

借入金 

112,800千円

長期株主借入金 202,600千円

計 1,446,899千円
  

 
短期借入金 50,000千円

短期株主借入金 1,056,753千円

1年以内に返済

予定の長期株主

借入金 

112,800千円

長期株主借入金 89,800千円

計 1,309,353千円
  

 
短期借入金 50,000千円

短期株主借入金 1,115,625千円

1年以内に返済

予定の長期株主

借入金 

112,800千円

長期株主借入金 146,200千円

計 1,424,625千円
  

 

 ３受取手形割引高 180,553千円 205,143千円 120,643千円

 

※４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 16,680千円

支払手形 137,057千円

                         

 

 

－  － 
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（中間損益計算書関係） 

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 営業外収益のうち主要

なもの 

  
受取利息 59千円

受取配当金 373千円

団体保険配当金 2,513千円

賃貸料収入 22,247千円
  

  
受取利息 43千円

受取配当金 487千円

団体保険配当金 3,637千円

賃貸料収入 22,569千円
 

  
受取利息 110千円

受取配当金 606千円

団体保険配当金 2,513千円

賃貸料収入 44,789千円
  

※２ 営業外費用のうち主要

なもの 

  
支払利息 18,103千円

賃借料 18,282千円
  

  
支払利息 17,395千円

賃借料 18,282千円
  

  
支払利息 35,979千円

賃借料 36,564千円
 

※３ 特別利益のうち主要な

もの 

貸倒引当金戻入益   7,316千円 貸倒引当金戻入益   3,485千円

受取保険金     48,006千円

貸倒引当金戻入益     4,371千円

償却債権取立益   10,458千円

※４ 特別損失のうち主要な

もの 

  
固定資産除却損 168千円
  

  
固定資産除却損 4,521千円

棚卸資産評価損 861千円

役員弔慰金 10,000千円

社葬費用 2,717千円

ゴルフ会員権評価損 7,000千円
 

  
固定資産売却損 168千円

減損損失 17,585千円
  

 ５ 減価償却実施額    

有形固定資産 19,417千円 16,899千円 40,842千円

無形固定資産 4,608千円 1,649千円 9,258千円

 

 

（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） 

  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 

 前事業年度末株式数(株) 当中間期増加株式数(株) 当中間期減少株式数(株) 当中間期末株式数(株)

 発行済株式     

  普通株式 8,353,645 － － 8,353,645

    合計 8,353,645 － － 8,353,645

 自己株式     

  普通株式 （注） 37,692 110 － 37,802

    合計 37,692 110 － 37,802

 （注）自己株式の増加110株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

  現金及び現金同等物の中間期末残高と中
間貸借対照表に掲載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
間貸借対照表に掲載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
照表に掲載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は、
中間貸借対照表に掲載されている現金及び
預金勘定であります。 

同左 
 現金及び現金同等物の期末残高は、貸借
対照表に掲載されている現金及び預金勘定
であります。 

 

（リース取引関係） 

EDINETによる開示を行うため、記載を省略しております。 

 

（デリバティブ取引関係） 

EDINETによる開示を行うため、記載を省略しております。 

 

－  － 

 

19



 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 29,839 48,846 19,007 

(2）債券 － － － 

社債 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 29,839 48,846 19,007 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 12,400 

 

 

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 30,319 44,185 13,865 

(2）債券 － － － 

社債 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 30,319 44,185 13,865 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 12,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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前事業年度（平成18年３月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 30,079 56,884 26,804 

(2）債券 － － － 

社債 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 30,079 56,884 26,804 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 12,400 

 

 

－  － 
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