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１． 18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日） 
(1)連結経営成績                               （百万円未満切捨） 

 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 
17 年９月中間期 

6,038  △0.4
6,060   9.5

316 △16.6
379  238.4

286 △18.3
351  329.4

18 年３月期 11,241 527 477 
 

 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 
17 年９月中間期 

169 △27.2
232  460.8

11.03
15.13

―
―

18 年３月期 239 14.55 ―
(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(連結) 18 年 9 月中間期 15,344,637 株 17 年 9 月中間期 15,356,853 株 18 年 3 月期 15,354,117 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)連結財政状態 
 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 
17 年９月中間期 

15,533 
14,699 

6,152
6,006

39.6 
40.9 

400.98
391.25

18 年３月期 14,651 6,093 41.6 396.05
(注)①期末発行済株式数（連結）18 年 9 月中間期 15,342,840 株 17 年 9 月中間期 15,351,907 株 18 年 3 月期 15,346,435 株 
 

(3)連結キャッシュ･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 
17 年９月中間期 

198 
542 

71
△280

0 
△496 

1,052
1,109

18 年３月期 593 △883 △271 781
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
   連結子会社数 １ 社  持分法適用非連結子会社数 － 社  持分法適用関連会社数 － 社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 (新規) － 社 (除外) － 社    持分法 (新規) － 社 (除外) － 社 
 
２．19 年 3 月期の連結業績予想（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 12,900 430 250
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  16 円 29 銭 

※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

な要因によって異なる場合があります。なお、上記予想数値に関する事項は、添付資料５ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況 
 

 当企業集団は株式会社赤阪鐵工所（当社）及び子会社株式会社タイクウ１社により構成されており、事業は舶

用内燃機関及び産業・土木機械を製造販売しております。うち、土木機械においては当社が製造し（株）タイク

ウに賃貸（一部販売）し、（株）タイクウが一般ユーザーに賃貸（一部販売）しております。 

 当企業集団の取引を図示しますと次のとおりとなります。 

 

  
(株)赤阪鐵工所 

 
(株)タイクウ 

土木機械

内燃機関
産業機械

ユーザー 

ユーザー 

 

 

２．経営方針 
 

１）経営の基本方針 

 当社は創業以来「顧客第一主義」を貫くため、徹底した品質管理とスピーディなサービスをモットーに舶用エ

ンジンを中心とした舶用関連製品を提供しながら、人間と自然環境との融和、共生と言う理念を以って市場や環

境変化に対応した安心出来る製品づくりに取組んでおります。また、これらを通じて企業価値の 大化と、株主

の皆様をはじめ地域社会、取引先、社員にとって価値のある企業作りに努めてまいります。 

 

２）利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主に対する安定配当の継続を基本方針とし、業績及び経営環境等を総合的に勘案した配当の実施を

考えております。 

 今後とも経営環境の変化に柔軟に対応できる企業体質の確立のため、内部留保の充実を図りながら今後の事業

展開、新商品開発、市場開拓、合理化等に投資し、原価低減に努めて収益の向上を図り、株主の皆様のご期待に

お応えできるよう努力する所存であります。 

 

３）目標とする経営指標 

 株主重視の考え方より、目標とするＲＯＥ（株主資本利益率）を108期より3.0％以上として努力してまいりま

したが、当中間連結会計期間は原材料費の高騰、原油価格の高止まりの状況下ではありましたが、堅調な受注を

受け、価格、製造、調達の各部門において厳格な管理を行い収益確保に努力した結果、当中間純利益１億69百万

円を計上、ＲＯＥは実績として2.8％となり、当面の通期目標である3.0％は確保できる見通しであります。 

 今後の受注は引き続き堅調に推移することが予想されますが、鍛造品、非鉄金属品をはじめとする原材料費の

高騰が予想される中、ＲＯＥ3.0％以上を目標としてまいります。 

 

４）中・長期的な会社の経営戦略 

 当社及び当社グループは、「舶用主機関を軸とした海上部門が大黒柱であるとの位置づけは不変」とのビジョ

ンのもと、海上部門の更なる競争力強化を図ると同時に、中期的には舶用主機関に次ぐ第２の柱となる事業（新

規事業も含む）の確立を図り、安定的な事業内容の構築を目指しております。 

 当面、国内造船各社の新造船の受注は順調であり、当社エンジンの受注も堅調に推移するものと思われます。

一方で韓国、中国の成長著しく競争は激化が予想され、又原油価格の動向、原材料の高騰はさらに厳しいものと

なっております。 

 当社が今後更なる発展を遂げていくためには、販売価格の改善、間接費の削減、新鋭工作機械の導入によるコ

スト軽減、加工方法の改善による生産性の向上はもとより、品質の向上、質の高い提案型サービスに努め、経営

資源の効率的、戦略的配分を図り、安定的に収益を確保できる企業体質を構築していくことであると考えており

－  － 
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ます。 

 以上により具体的な諸施策を講じ、株主、顧客、従業員、取引先の皆様の期待に応えてまいります。 

 

５）会社の対処すべき課題 

 上記状況下にありまして当社グループが対処すべき課題といたしましては 

① 経営基盤の強化 

イ）時代、環境の変化を正しく認識し、組織と機能の 適化を図り、攻めの行動により利益を確保する。 

ロ）業務並びに経営資源の見直しを図り効率的、戦略的な配分をする。 

ハ）品質管理の徹底を図り、こころのこもったサービスの提供によりお客様の信頼を確固たるものとする。 

ニ）コンプライアンスの徹底、内部統制システムの確立を図り組織強化を図る。 

② キャッシュフロー重視と財務体質の改善 

イ）価格改善を進め、同時に原材料高騰への対応として更なるコストダウンを図る。 

 これらを積極的に推進し、企業発展のため様々な策を具体的に進めてまいります。 

 

６）親会社等に関する事項 

 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。 

 

３．経営成績及び財政状態 
 

１）経営成績 

 当中間連結会計期間における国内経済は、景気拡大期間が10月で「いざなぎ景気」に並んだことが示すように

緩やかに拡大を続けてまいりました。世界経済が拡大する中、輸出は増加を続け、高水準の企業収益を背景に設

備投資も増加を続ける状況であります。 

 また、雇用者所得も緩やかな増加を続け、個人消費も増加基調となりました。 

 先行きについては、息の長い成長が続く可能性が高いとみられますが、米国など海外経済の動向や、原油をは

じめとする国際商品市況の動向などには、引き続き注意を払っていく必要がある状況であります。 

 このような状況にあって、アジア特に中国経済の好調を背景に、船舶需要も好調に推移いたしました。当社が

関連する舶用工業製品市場においても、国内造船各社の新造船受注が順調に進み、当社のエンジン受注も堅調に

推移いたしました。 

 子会社の（株）タイクウにおいても、主力のトンネル工事関連の仕事量は公共事業抑制の影響を受けながらも、

営業努力を重ね経営の安定化を目指し全力を挙げて努力いたしました。 

 損益面につきましては原油価格の高騰、鍛造品、非鉄金属品をはじめとする材料費の高騰する中、変動費の上

昇を極力抑えるとともに、生産面では新鋭の五面加工機稼動他により加工工数の削減に努力する一方、営業面に

おきましても材料価格の上昇を製品価格に転嫁できるよう交渉を行ない、収益改善に向けて努力いたしました。 

 当上半期は、売上予定の製品が下期売上に変更となったこと等により、売上高・利益とも前年同期を下回りま

したが、利益面においては５月公表の業績予想を上回ることができました。この結果、当中間連結会計期間の売

上高は60億38百万円（前年同期比0.4%減）となり、営業利益３億16百万円（前年同期比16.6%減）、経常利益２

億86百万円（前年同期比18.3%減）、当中間純利益１億69百万円（前年同期比27.2%減）の計上となりました。 

 

 事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

イ．内燃機関関連事業 

 舶用主機関につきましては、船舶需要が好調に推移し、国内造船各社の新造船受注の順調さを受け、また粘り

強い受注活動により、当社エンジン受注も堅調に推移いたしました。部分品及び修理工事並びに舶用関連機器に

つきましては、提案型の技術サービス、ドック船へのきめ細かい対応により期初計画を達成することができまし

た。この結果、売上高は57億38百万円（前年同期比1.3%減）、営業利益（全社費用消去前利益）は６億21百万円

－  － 
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（前年同期比7.3%減）となりました。 

ロ．その他の事業 

 陸上部門の産業機械等加工組立工事及び子会社（株）タイクウにおいては、収益重視の受注活動により、当セ

グメントの売上高は３億円（前年同期比22.7%増）、営業利益（全社費用消去前利益）11百万円を計上し、前年

同期比29百万円の改善を図ることができました。 

 

２）財政状態 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、２

億70百万円増加し、当中間連結会計期間末には10億52百万円となりました。 

 当中間連結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。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、１億98百万円（前年同期比63.4％減）となりました。これは税金等調整前中

間純利益２億97百万円を計上し、減価償却費２億35百万円や割引手形の増加額３億73百万円等による増加と、減

少の要因としては売上債権の増加額７億99百万円や棚卸資産の増加額１億84百万円等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果取得した資金は、71百万円（前年同期は２億80百万円の使用）となりました。これは主に事業

生命保険等の解約による収入１億28百万円と有形固定資産の取得による支出92百万円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、85万円（前年同期は４億96百万円の使用）となりました。これは主に社債の

発行による収入と短期借入金の返済によるものであります。 

 

当社グループのキャッシュ・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

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 41.7 40.9 40.9 41.6 39.6

時価ベースの自己資本比率

（％） 
22.1 34.8 35.3 36.2 28.6

債務償還年数(年） 15.3 7.8 3.2 6.2 9.4

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
2.6 6.1 13.2 7.0 4.7

（注） 

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．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．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。 

３．有利子負債は、中間連結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全ての負債を対象と

しております。 

４．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、中間連結キャッシュ・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」を用いております。 

５．債務償還年数の中間期での計算は、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 

 通期の見通しとしては、今後とも価格競争、原材料費の高止まり、外注費の高騰など厳しい環境は続くものと

考えます。一方で新造船の受注の好調さを受け、当社エンジン受注も堅調に推移するものと考えます。当社グ

ループといたしましては、引き続き経営基盤の見直しを行い、粘り強い営業活動のもと採算を重視したバランス

のとれた受注の確保と、生産性のさらなる向上を目指しコストダウンを図り、同時に経営資源を見直し利益を重

視した分野に配分してまいります。これらの実現に向け、様々な施策を具体的に進め安定した業績を確保してま

いる所存であります。 

 このような見通しのもと、連結売上高129億円、連結営業利益４億90百万円，連結経常利益４億30百万円、連

結当期純利益２億50百万円を予定しております。 

 

４）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績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、当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）現在において当社グ

ループが判断したものであります。 

(1）受注製品構成の偏り 

 内燃機主機関では採算性に乏しい製品もあり、需要の動向によってそのような製品を想定以上に受注した場合

には業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(2）特定の原材料及び部品の外部業者への依存 

 当社製品の製造において使用する主要ないくつかの原材料・部品については、一部の取引先に依存しておりま

す。適正価格でかつ安定的に供給を受けられるかどうかは、当社がコントロールできないものも含めて多くの要

因に影響を受けます。取引先からの供給が困難になる、価格が高騰するなどの事態になった場合には業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

(3）資材価格の変動 

 当社製品は製造原価に占める原材料費の割合が高く、中国の急激な需要増等から銑鉄、コークス、鋼材など原

材料の価格が高騰しており、販売価格に反映することが困難な場合には業績に影響を及ぼす可能性があります。 

－  － 
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４．中間連結財務諸表等 
（1）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（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   1,748,084 1,706,213  1,420,951

２ 受取手形及び売掛
金 

※4  4,000,700 3,910,110  3,484,120

３ 有価証券   41,646 41,646  41,635

４ たな卸資産   2,833,384 3,734,435  3,550,095

５ 繰延税金資産   136,774 147,857  134,648

６ その他   16,060 4,443  33,741

貸倒引当金   △25,253 △25,303  △21,336

流動資産合計   8,751,397 59.5 9,519,403 61.3  8,643,857 59.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1   

(1)建物及び構築物 ※2 2,088,908 1,996,884 2,061,001 

(2)機械装置及び運
搬具 

※2 1,012,628 1,237,199 967,648 

(3)土地 ※2 821,454 821,454 821,454 

(4)その他  289,780 4,212,771 28.7 324,180 4,379,719 28.2 312,599 4,162,703 28.4

２ 無形固定資産   49,981 0.3 55,404 0.3  47,453 0.3

３ 投資その他の資産    

(1)投資有価証券 ※2 1,235,755 1,361,751 1,388,650 

(2)その他  509,982 265,361 488,727 

貸倒引当金  △60,150 1,685,586 11.5 △48,169 1,578,943 10.2 △79,591 1,797,785 12.3

固定資産合計   5,948,338 40.5 6,014,067 38.7  6,007,942 41.0

資産合計   14,699,736 100.0 15,533,470 100.0  14,651,799 100.0

    

 

－  － 
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（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 支払手形及び買掛
金 

  2,680,680 2,819,645  2,665,735

２ 短期借入金 ※2  1,795,896 1,715,292  1,841,212

３ 1年以内償還予定
の社債 

※2  110,000 164,400  130,000

４ 未払費用   382,184 437,289  409,335

５ 賞与引当金   138,920 183,075  148,300

６ 製品保証引当金   66,032 61,008  61,926

７ その他   1,141,671 1,229,797  678,113

流動負債合計   6,315,386 43.0 6,610,507 42.6  5,934,622 40.5

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※2  495,000 620,600  520,000

２ 長期借入金 ※2  1,040,559 1,244,555  1,177,173

３ 繰延税金負債   80,446 182,451  165,502

４ 退職給付引当金   469,591 448,321  465,812

５ 役員退職引当金   111,325 98,625  116,200

６ その他   181,000 176,308  178,654

固定負債合計   2,377,924 16.2 2,770,862 17.8  2,623,344 17.9

負債合計   8,693,310 59.1 9,381,369 60.4  8,557,967 58.4

 

－  － 
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（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   1,510,000 10.3 ─ ─  1,510,000 10.3

Ⅱ 資本剰余金   926,354 6.3 ─ ─  926,354 6.3

Ⅲ 利益剰余金   3,229,815 22.0 ─ ─  3,236,573 22.1

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  349,040 2.4 ─ ─  431,602 2.9

Ⅴ 自己株式   △8,784 △0.1 ─ ─  △10,698 △0.1

資本合計   6,006,426 40.9 ─ ─  6,093,832 41.6

負債、資本合計   14,699,736 100.0 ─ ─  14,651,799 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ─ ─ 1,510,000 9.7  ─ ─

２ 資本剰余金   ─ ─ 926,354 6.0  ─ ─

３ 利益剰余金   ─ ─ 3,313,251 21.3  ─ ─

４ 自己株式   ─ ─ △11,697 △0.1  ─ ─

株主資本合計   ─ ─ 5,737,908 36.9  ─ ─

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評
価差額金 

  ─ ─ 414,191 2.7  ─ ─

評価・換算差額等合
計 

  ─ ─ 414,191 2.7  ─ ─

純資産合計   ─ ─ 6,152,100 39.6  ─ ─

負債純資産合計   ─ ─ 15,533,470 100.0  ─ ─

    

 

－  － 
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（２）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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   6,060,770 100.0 6,038,206 100.0  11,241,256 100.0

Ⅱ 売上原価   4,870,514 80.4 4,861,056 80.5  9,071,985 80.7

売上総利益   1,190,255 19.6 1,177,150 19.5  2,169,271 19.3

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※1  811,027 13.4 860,685 14.3  1,642,252 14.6

営業利益   379,228 6.3 316,465 5.2  527,019 4.7

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  1,435 1,739 2,882 

２ 受取配当金  8,374 9,018 12,961 

３ 開発助成金  ─ 10,149 ─ 

４ その他  8,164 17,974 0.3 6,541 27,449 0.5 23,002 38,847 0.3

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  36,037 36,343 69,725 

２ 手形売却損  8,969 9,967 15,596 

３ その他  862 45,868 0.8 10,694 57,006 0.9 2,931 88,253 0.8

経常利益   351,333 5.8 286,908 4.8  477,612 4.2

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却
益 

 882 ─ 2,217 

２ 貸倒引当金戻入額  ─ 710 ─ 

３ 出資証券売却益  ─ 882 0.0 32,183 32,893 0.5 ─ 2,217 0.0

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※2 30,095 ─ 30,344 

２ 固定資産除却損 ※3 2,032 1,843 6,192 

３ 事業生命保険解約
損 

 ─ 20,071 ─ 

４ 事業生命保険評価
損 

 ─ 32,127 0.5 ─ 21,914 0.4 17,873 54,410 0.5

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  320,088 5.3 297,887 4.9  425,419 3.8

法人税、住民税及
び事業税 

 127,137 113,445 192,969 

法人税等調整額  △39,466 87,671 1.4 15,231 128,677 2.1 △6,724 186,244 1.7

中間（当期）純利
益 

  232,417 3.8 169,210 2.8  239,175 2.1

    

－  － 
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（３）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（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） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  926,354  926,354

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）残高  926,354  926,354

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  3,056,783  3,056,783

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 中間（当期）純利益  232,417 232,417 239,175 239,175

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  46,085 46,085 

２ 役員賞与  13,300 59,385 13,300 59,385

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高  3,229,815  3,236,573

   

 

－  － 

 

 

10



中間連結株主資本等変動計算書 

 当中間連結会計期間（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

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

1,510,000 926,354 3,236,573 △10,698 5,662,229

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注） △76,732  △76,732

役員賞与（注） △15,800  △15,800

中間純利益 169,210  169,210

自己株式の取得 △999 △999

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） 

 

中間連結会計期間中の変動額合
計 （千円） 

─ ─ 76,678 △999 75,679

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

1,510,000 926,354 3,313,251 △11,697 5,737,908

 

 評価・換算差額等 

 
その他 
有価証券 
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 
（千円） 

431,602 431,602 6,093,832

中間連結会計期間中の変動額 

剰余金の配当（注） △76,732

役員賞与（注） △15,800

中間純利益 169,210

自己株式の取得 △999

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） 

△17,410 △17,410 △17,410

中間連結会計期間中の変動額合
計 （千円） 

△17,410 △17,410 58,268

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

414,191 414,191 6,152,100

（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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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） （自 平成17年４月１日 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 

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 

    

税金等調整前中間
（当期）純利益 

 320,088 297,887 425,419 

減価償却費  199,346 235,852 435,044 

その他の投資解約損  ─ 20,071 ─ 

出資証券売却益  ─ △32,183 ─ 

投資有価証券売却益  △882 ─ △2,217 

棚卸資産の減少額
（△増加額） 

 △81,774 △184,339 △798,485 

貸倒引当金の増加額
（△減少額） 

 10,516 △27,455 26,041 

受取利息・配当金  △9,809 △10,758 △15,844 

支払利息・手形売却
損 

 45,006 46,311 85,322 

売上債権の減少額 
（△増加額） 

 △698,527 △799,468 101,392 

その他の資産の減少
額（△増加額） 

 △10,725 64,200 △43,073 

固定資産売却損  30,095 ─ 30,344 

固定資産除却損  2,032 1,843 6,192 

仕入債務の増加額
（△減少額） 

 395,057 153,910 380,112 

未払消費税等の増加
額（△減少額） 

 △11,794 28,348 △13,809 

その他の流動負債の
増加額（△減少額）

 42,991 249,698 7,559 

その他の固定負債の
増加額（△減少額）

 77,585 △2,346 75,239 

割引手形裏書譲渡手
形の増加額（△減少
額） 

 423,117 373,479 139,776 

退職給付引当金の増
加額（△減少額） 

 △8,164 △17,491 △11,942 

その他の引当金の増
加額（△減少額） 

 △102,906 16,282 △92,757 

役員賞与の支払額  △13,300 △15,800 △13,300 

小計  607,952 398,041 721,014 

利息及び配当金の受
取額 

 9,809 10,758 15,844 

利息の支払額  △41,191 △42,021 △84,625 

法人税等の支払額  △34,427 △168,433 △58,776 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 542,143 198,345 593,456 

－  － 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） （自 平成17年４月１日 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 

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 

    

定期預金等の預入に
よる支出 

 △12,000 △45,000 △12,000 

定期預金の払戻によ
る収入 

 ─ 30,000 ─ 

有価証券の取得によ
る支出 

 △10 △10 ─ 

有形固定資産の取得
による支出 

 △306,479 △92,624 △929,888 

有形固定資産の売却
による収入 

 14,220 ─ 14,270 

無形固定資産の取得
による支出 

 △388 △15,430 △4,513 

投資有価証券の取得
による支出 

 △1,988 △2,004 △68,881 

投資有価証券の売却
による収入 

 10,882 ─ 63,217 

貸付金等の貸付けに
よる支出 

 △8,882 △8,211 △32,274 

貸付金等の回収によ
る収入 

 24,285 30,109 86,464 

出資証券の売却によ
る収入 

 ─ 45,851 ─ 

事業生命保険等解約
による収入 

 ─ 128,378 ─ 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △280,362 71,058 △883,604 

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（△減少額） 

 △290,000 △85,000 △200,000 

長期借入金による収
入 

 200,000 300,000 600,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △303,550 △273,538 △611,620 

社債の発行による収
入 

 ─ 200,000 100,000 

社債の償還による支
出 

 △55,000 △65,000 △110,000 

自己株式取得による
支出 

 △2,901 △999 △4,815 

配当金の支払額  △44,892 △74,605 △45,111 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △496,344 857 △271,548 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

 △234,563 270,261 △561,696 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 1,343,647 781,951 1,343,647 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 1,109,084 1,052,213 781,951 

     

 

－  － 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

 子会社は、株式会社タイクウ１

社であり同社を連結しておりま

す。 

同左 同左 

２．持分法の適用に関する

事項 

該当する会社はありません。 同左 同左 

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項 

連結子会社の中間期の末日は、

中間連結決算日と一致しておりま

す。 

同左 連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しておりま

す。 

４．会計処理基準に関する

事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 

 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 同左 同左 

 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 

 中間連結決算日の市場価

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） 

中間連結決算日の市場価

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） 

連結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・仕掛品 製品・仕掛品 製品・仕掛品 

 個別法による原価法 同左 同左 

 原材料・貯蔵品 原材料・貯蔵品 原材料・貯蔵品 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

    

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 ①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産 

 定率法を採用しております。

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)は定額法によっており

ます。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び構築物 

２０～５０年 

機械装置及び運搬具 

５～１１年 

同左 同左 

 ②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

 定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

同左 同左 

 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ③長期前払費用 ③長期前払費用 ③長期前払費用 

 定額法によっております。 同左 同左 

 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

 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。

同左 同左 

 ②賞与引当金 ②賞与引当金 ②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

額の当中間連結会計期間負担額

を引当計上しております。 

同左 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

額の当連結会計期間負担額を引

当計上しております。 

 ③製品保証引当金 ③製品保証引当金 ③製品保証引当金 

 売上製品の保証費用に充当す

るため、実績基準により引当計

上しております。 

同左 同左 

 ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

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。 

会計基準変更時差異について

は15年による按分額を費用処理

しております。 

過去勤務債務は、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（10年）による

定額法により費用処理しており

ます。 

数理計算上の差異は、各連結

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（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理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、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

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。

 

会計基準変更時差異について

は15年による按分額を費用処理

しております。 

過去勤務債務は、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（10年）による

定額法により費用処理しており

ます。 

数理計算上の差異は、各連結

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（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ⑤役員退職引当金 ⑤役員退職引当金 ⑤役員退職引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備

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 役員の退職慰労金の支給に備

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)重要なリース取引の処理方法 (4)重要なリース取引の処理方法 (4)重要な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)重要なヘッジ会計の方法 (5)重要なヘッジ会計の方法 (5)重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例

処理の要件を充たしているた

め、特例処理を採用しており

ます。 

同左 同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ手段：同左 ヘッジ手段：同左 

 ヘッジ対象：借入金に係る金

利変動リスク 

ヘッジ対象：同左 ヘッジ対象：同左 

 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

 金利リスクの低減並びに金融

収支改善のため、対象債務の範

囲内でヘッジを行っておりま

す。 

同左 同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては特

例処理によっておりますので

有効性の評価を省略しており

ます。 

同左 同左 

 (6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(6)その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

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ケ

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。 

同左 同左 

－  － 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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） 

当中間連結会計期間より、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）

 当連結会計年度より、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） 

 当中間連結会計期間より、「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6,151,798千円でありま

す。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

────── 

 

追加情報 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

────── （賞与引当金） 

  人事制度が変更されたことに伴い、当

中間連結会計期間末の残高は従来に比べ

対応期間が1ヶ月多くなっております。こ

のため従来の方法によった場合と比較し

て31,000千円増加しております。 

────── 

 

－  － 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 

11,379,953千円 11,744,468千円 11,544,683千円

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産並びに担保付

債務は次のとおりであります。 

担保に供している資産並びに担保付

債務は次のとおりであります。 

担保に供している資産並びに担保付

債務は次のとおりであります。 

(1)担保資産 (1)担保資産 (1)担保資産 
 

 （千円） 

  

建物 1,231,429 

機械及び装置 820,669 

土地 723,048 

投資有価証券 936,015 

合計 3,711,162 
  

 
 （千円）

 

建物 1,091,695

機械及び装置 716,305

土地 723,048

投資有価証券 1,004,818

合計 3,535,867
  

 
 （千円）

 

建物 1,134,377

機械及び装置 771,276

土地 723,048

投資有価証券 1,003,699

合計 3,632,400
  

上記のうち工場財団抵当に供してい

る資産 

上記のうち工場財団抵当に供してい

る資産 

上記のうち工場財団抵当に供してい

る資産 
 

 （千円） 

建物 1,178,662 

機械及び装置 820,669 

土地 488,702 

合計 2,488,034 
  

 
 （千円）

建物 1,042,455

機械及び装置 716,305

土地 488,702

合計 2,247,463
  

 
 （千円）

建物 1,083,639

機械及び装置 771,276

土地 488,702

合計 2,343,618
  

(2)担保資産に対応する債務 (2)担保資産に対応する債務 (2)担保資産に対応する債務 
 

 （千円） 

長期借入金 1,510,856 

(1年以内返済分含む) 

短期借入金 695,000 

社債 255,000 

(1年以内償還分含む) 

合計 2,460,856 
  

 
 （千円）

長期借入金 1,550,719

(1年以内返済分含む) 

短期借入金 675,000

社債 225,000

(1年以内償還分含む) 

合計 2,450,719
  

 
 （千円）

長期借入金 1,611,437

(1年以内返済分含む) 

短期借入金 785,000

社債 240,000

(1年以内償還分含む) 

合計 2,636,437
  

上記のうち工場財団抵当に対応する

債務 

上記のうち工場財団抵当に対応する

債務 

上記のうち工場財団抵当に対応する

債務 
 

 （千円） 

長期借入金 1,290,158 

(1年以内返済分含む) 

短期借入金 545,000 

社債 255,000 

(1年以内償還分含む) 

合計 2,090,158 
  

 
 （千円）

長期借入金 1,390,716

(1年以内返済分含む) 

短期借入金 425,000

社債 225,000

(1年以内償還分含む) 

合計 2,040,716
  

 
 （千円）

長期借入金 1,422,664

(1年以内返済分含む) 

短期借入金 535,000

社債 240,000

(1年以内償還分含む) 

合計 2,197,664
  

 ３ 受取手形割引高  ３ 受取手形割引高  ３ 受取手形割引高 

1,156,894千円 1,247,033千円 873,554千円

 

－  － 

 

 

18



 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※４ ────── ※４ 中間連結会計期間末日満期手形 ※４ ────── 

 中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日をもっ

て決済処理を行っております。なお、

当中間連結会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間連結会計期

間末残高に含まれております。 

  受取手形 16,188千円

割引手形 150,265千円

 

 

－  － 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりであります。

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりであります。
 

 （千円） 

給料手当 202,779 

支払手数料 94,657 

発送費 112,763 

退職給付費用 20,356 

賞与引当金繰入額 40,868 

貸倒引当金繰入額 13,824 

役員退職引当金繰入額 4,987 

研究開発費 10,431 
  

 
 （千円）

給料手当 214,691

支払手数料 72,123

発送費 125,130

退職給付費用 17,022

賞与引当金繰入額 62,354

貸倒引当金繰入額 9,430

役員退職引当金繰入額 5,125

研究開発費 30,122
  

 
 （千円）

給料手当 445,279

支払手数料 182,203

発送費 225,163

退職給付費用 40,713

賞与引当金繰入額 47,411

貸倒引当金繰入額 44,440

役員退職引当金繰入額 9,862

研究開発費 25,141
  

※２ 固定資産売却損の内訳 ※２ ────── ※２ 固定資産売却損の内訳 
 

 （千円） 

土地 30,095 
 

 
 

 （千円）

土地 30,095

その他 249
 

※３ 固定資産除却損の内訳  ※３ 固定資産除却損の内訳 
 

 （千円） 

機械及び装置 1,869 

その他 162 
  

 
 

 

 
  

 
 （千円）

建物 1,314

機械及び装置 1,950

工具器具及び備品 2,594

その他 333
  

 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（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 

 前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間 
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間末 
株式数（千株） 

発行済株式     

  普通株式 15,400 ─ ─ 15,400

合計 15,400 ─ ─ 15,400

自己株式   

  普通株式 （注） 53 3 ─ 57

合計 53 3 ─ 57

（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による増加であります。 

 

２．配当に関する事項 

配当金支払額 

（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29日 
定時株主総会 

普通株式 76,732 ５ 平成18年３月31日 平成18年６月29日

 

－  － 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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

間連結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

間連結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連結貸

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）

（千円） （千円） （千円）
 

現金及び預金勘定 1,748,084 

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 

 

△639,000 

現金及び現金同等物 1,109,084 
  

 
現金及び預金勘定 1,706,213

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 △654,000

現金及び現金同等物 1,052,213
  

 
現金及び預金勘定 1,420,951

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 △639,000

現金及び現金同等物 781,951
  

 

① セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 
内燃機関関
連事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 5,816,278 244,492 6,060,770 ─ 6,060,770 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

─ ─ ─ ─ ─ 

計 5,816,278 244,492 6,060,770 ─ 6,060,770 

営業費用 5,146,078 262,450 5,408,528 273,014 5,681,542 

営業利益 670,200 △17,958 652,242 (273,014) 379,228 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 
内燃機関関
連事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 5,738,152 300,054 6,038,206 ─ 6,038,206 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

─ ─ ─ ─ ─ 

計 5,738,152 300,054 6,038,206 ─ 6,038,206 

営業費用 5,116,675 288,691 5,405,366 316,375 5,721,741 

営業利益 621,477 11,363 632,840 (316,375) 316,465 

 

 

－  － 
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前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 
内燃機関関
連事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 10,704,757 536,499 11,241,256 ― 11,241,256 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 10,704,757 536,499 11,241,256 ― 11,241,256 

営業費用 9,608,921 542,617 10,151,538 562,699 10,714,237 

営業利益 1,095,836 △6,118 1,089,718 (562,699) 527,019 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

 事業区分 主要製品 

 内燃機関関連事業 内燃機関・内燃機関部品及び修理工事 

 その他事業 産業機械・土木機械・鋳造品 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  前中間連結

会計期間 

（千円） 

当中間連結

会計期間 

（千円） 

前連結会計

年度 

（千円） 

 

主な内容 

 消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営

業費用の金額 

273,014 316,375 562,699

当社の総務・経理部門等

の管理部門に係る費用で

あります。 

 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間 （自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18

年４月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）に

おいて、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間 （自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18

年４月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

② リース取引 

  ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

－  － 
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③ 有価証券 

前中間連結会計期間末（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） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 549,504 1,127,435 577,931 

(2）債券 ─ ─ ─ 

(3）その他 51,000 52,320 1,320 

合計 600,504 1,179,755 579,251 

 

２．時価のない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

割引債 41,646 

(2）その他有価証券  

非上場株式 55,999 

 

 

当中間連結会計期間末（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） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 613,463 1,300,124 686,661 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 9,737 10,427 689 

合計 623,200 1,310,551 687,350 

 

２．時価のない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

割引債 41,646 

(2）その他有価証券  

非上場株式 51,199 

 

－  － 
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前連結会計年度末（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） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 611,458 1,327,191 715,732 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 9,737 10,259 521 

合計 621,196 1,337,450 716,254 

 

２．時価のない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

割引債 41,635 

(2）その他有価証券  

非上場株式 51,199 

 

④ デリバティブ取引 

  ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

５．生産、受注及び販売の状況 

１．生産高と販売高 （百万円） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）区分 

生産高 販売高 生産高 販売高 生産高 販売高 

内燃機関連事業 5,739 5,816 5,683 5,738 10,794 10,704

その他の事業 244 244 300 300 536 536

合計 5,984 6,060 5,983 6,038 11,330 11,241

 

２．受注高と受注残高 （百万円） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）区分 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

内燃機関連事業 7,567 12,514 8,585 17,210 14,304 14,362

その他の事業 244 ─ 300 ─ 536 ─

合計 7,811 12,514 8,885 17,210 14,840 14,362

 

－  － 
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