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１．平成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 （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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 8,573 △6.5 709 △1.5 815 29.4

17年9月中間期 9,169 △5.1 719 △22.4 630 △22.7

18年3月期 19,272 1,126 979

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 511 37.6 18 19  －

17年9月中間期 371 △29.2 13 22  －

18年3月期 1,046 37 24  －
（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 58百万円 17年9月中間期 22百万円 18年3月期 32百万円

②期中平均株式数（連結） 18年9月中間期 28,080,709株 17年9月中間期 28,084,266株 18年3月期 28,083,035株

③会計処理の方法の変更  棚卸資産評価方法の変更、事業の種類別セグメントの変更

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であります。

(2）連結財政状態 （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

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 21,289 8,346 38.7 293 67

17年9月中間期 22,983 6,979 30.4 248 52

18年3月期 23,430 8,057 34.4 286 93
（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 28,080,709株 17年9月中間期 28,083,549株 18年3月期 28,080,709株

(3）連結キャッシュ・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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 △131 △211 △711 3,545

17年9月中間期 574 △335 △395 3,997

18年3月期 1,533 280 △1,397 4,601

(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 5社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 5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） 1社 （除外） －社

２．平成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 16,800 1,400 900

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　32円02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、今後様々な要因により予

想と異なる結果となる可能性があります。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は当社、子会社5社、関連会社5社で構成され、ボールねじ、ツーリング・ゲージ、空気

圧機器、プレス型、工作機械、精密測定装置などの製造販売を主な内容とし、更に設備の営繕及びその他

のサービス等の事業活動を行っております。本年3月に空気圧機器事業を担っていたクロダニューマティク

ス株式会社の株式70％を大株主であるパーカーハネフィングループに売却したことにより空気圧機器の売

上は大幅に減少いたしました。これに伴い事業セグメントを従来の精機、空機の区分から精密機器、シス

テム機器の区分に変更しました。事業の種類別セグメント情報においても同一の区分 に変更しております。

当グループの事業に係る主な位置づけは次のとおりであります。

　なお、平成18年8月1日にプレス型生産力増強を目的とした関連会社，株式会社ＴＧＫ（資本金30百万円、

当社50％・株式会社東郷50％）を設立いたしました。
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連結子会社 
ｸﾛﾀﾞﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ(Ｍ) 
平湖黒田精工有限公司 

関連会社 
㈱ＴＧＫ 
日本金型産業㈱ 
㈱ﾓｰﾙﾄﾞ研究所 

 

連結子会社 
㈱ﾌｧｲﾝｸﾛﾀﾞ 
永昇電子㈱ 

 

関連会社 
㈱ｹﾞｰｼﾞﾝｸﾞ 

連結子会社 
ｸﾛﾀﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ 

関連会社 
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得意先 

（注）製品 部品 直接販売 
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社は、“精密化（PRECISION）”と“生産性の向上（PRODUCTIVITY）”を意味する「Ｐ＆Ｐ」の経営理念のもと、

当社の技術特性と市場のニーズに合う「モノ作り」をベースとして、お客様や延いては産業社会の進歩に貢献し、ま

た株主・社員・地域社会などの関係各位の繁栄に寄与することを目標に活動しております。

２．利益配分に関する基本方針

　当社の配当政策は、企業の維持・強化のための内部留保の充実を勘案しつつ、安定的な配当を継続して行うことを

基本方針としております。

３．会社の対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略

　現在、わが国の経済は高度成長期の「いざなぎ景気」を超え、戦後最長とならんとする経済拡大が続いております。

今回の景気拡大は、謂わば企業部門の構造調整が進み、企業収益の増加が設備投資拡大に結びつき易い状況となって

おります。こうした環境下、ＩＴ関連業界や自動車関連業界等の機械部品供給を担っております当社製品に対する需

要は底堅いものがあります。当社といたしましてはお客様から頂いている当社製品への高い品質信頼性を維持発展さ

せつつ、お客様からの需要増に応えるべく生産拡大を図り、同時に価格競争力を高めるため生産性向上を目指し、ボー

ルねじ、ツーリングの生産拠点である富津工場の刷新を計画しており、来年上期に完工予定です。また、長野工場の

プレス型事業におきましても、省エネの環境性能や走行性能で現在脚光を浴びておりますハイブリッド自動車の搭載

モーターコアの製造が拡大する見込みであり、今後、生産体制の再構築をしてまいる所存であります。

　時代とともに変化するお客様のニーズに的確に対応すべく新製品開発、研究にも注力してまいります。「高速・静

音ボールねじ」の開発商品化、次世代液晶フォトマスク基板平坦度測定装置開発等、さらに市場に密着した研究開発

に邁進してまいります。

　中長期的には当社のコア・コンピタンスである精密加工技術を活かした事業により市場開拓、シェアアップを図る

所存です。前述のように富津工場のリニューアルにより生産効率の向上を図り、生産技術の強化により生産改善を進

める計画です。販売面でも流通政策・営業拠点の見直しにより顧客・市場志向型の営業体制の構築を目指します。

　また、当社株主である米国総合機械部品メーカーのパーカーハネフィン社とのアライアンス強化により内外市場開

拓を協調して行う予定です。こうした施策を着実に実行することにより、売上高増強を展望しております。

　今後暫く日本経済は好景気が持続するものと期待されますが、当社は過去景気の波に翻弄された苦い経験があり、

当然のことながら不況の波が押し寄せる場合に備えた経営体制作りを心掛ける必要があります。当社が目標とする経

営指標「5％を上回る売上高経常利益率」、「10％を上回る株主資本当期利益率（ROE）」を達成し安定的な収益体質

の構築のために、間接部門の一層の効率化や基幹分野以外のアウトソーシング化等を図り景気変動に対する柔構造体

質を作り上げていく所存です。

４．親会社等に関する事項

(1）親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権所
有割合（％）

親会社等が発行する株券が上
場されている証券取引所等

パーカーハネフィン

コーポレーション

上場会社が他の会社の関連会社であ
る場合における当該他の会社

33.62％

（33.62％）
ニューヨーク証券取引所

パーカーハネフィン

（ユーケー）リミテッド

上場会社が他の会社の関連会社であ
る場合における当該他の会社

33.62％ －

　（注）　親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数であります。

(2）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けおよび親会社等との関係

　パーカーハネフィン（ユーケー）リミテッドはパーカーハネフィン コーポレーションが100％所有する子会社であ

ります。当社は米国総合機械部品メーカーであるパーカーハネフィングループから取締役２名、非常勤監査役1名を受

け入れております。同社グループの商品群と当社の商品群は重複しておらず、また同社グループとのアライアンス強

化により相互の製品を内外市場へ販売促進する事を企画しておりますが、現状当社にとって売上面では極めて限定的

であり、事業活動上の制約や経済的支援等も特に存在しておりませんので、経営の独立性は確保されております。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

(1）当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間のわが国経済は、堅調な民間設備投資と雇用環境の改善を背景とする個人消費に支えられて

緩やかな拡大を示しました。今回の景気は高水準で推移する資源価格を反映して素材関連企業の設備投資や輸出が

景気を牽引しており、戦後最長の「いざなぎ景気」に並ぶ息の長いものとなっています。ただ成長率は低率のまま

推移しており、景気浮揚感の比較的乏しい展開となっております。

　こうした経済環境下、当社グループの主要顧客業種の稼動状況や景況は総じて順調に推移しており、IT関連業界、

工作機械業界は前年同期を上回る活況を呈しました。その結果ボールねじ、プレス型、表面形状測定装置は前年同

期の数字を大きく上回る売上を達成いたしました。一方、自動車関連業界は設備更新が調整局面に入ったため、ツー

リングの売上は横這いとなりました。

　当中間連結会計期間の受注高は8,385百万円（前年同期比△1,140百万円、△12.0％）、売上高は8,573百万円（前

年同期比△596百万円、△6.5％）となりました。前年同期と比較しますと、本年3月31日に空気圧機器の製造子会社

であったクロダニューマティクス株式会社の株式70％を当社提携先であるパーカー・ハネフィングループに売却し

ましたことに伴い、当中間連結会計期間から空気圧機器関係の受注・売上が大幅に減少しました。クロダニューマ

ティクス株式会社関係の空気圧機器部門を除いたベースで比較しますと、受注高では1,175百万円の増加（前年同期

比+17.8％）、売上高では1,400百万円の増加（前年同期比+22.1％）となりました。

　また、当連結会計期間からクロダニューマティクス株式会社からのロイヤリティ代金と工場の賃貸料が営業外収

益として計上されることになったこともあり、当中間連結会計期間の経常利益は815百万円（前年同期比185百万円

増、+29.4％）、当期純利益は511百万円（前年同期比139百万円増、+37.6％）の増益となりました。

　各セグメントの状況は次のとおりであります。

○精密機器部門

［ボールねじ］当社製品の主要納入先である半導体製造装置メーカや小型工作機械業界の活況を受けて前期後半か

ら継続して受注は好調に推移し、精密研削ボールねじ、転造ボールねじ、ボールねじアクチュエー

タ等の生産は第一四半期にピークを迎え、第二四半期に入って幾分落ち着いた動きとなりました。

駆動システム部門の売上は2,790百万円と前年同期比35.0％の増加を達成しました。

［ツーリング・ゲージ］　当連結会計期間は工作機械業界が活況を呈したものの当社の主要顧客である自動車関連

業界の新規設備投資が調整局面に入ったこともあり、ツーリングの売上高は1,212百万円と前年同期

比4.1％の売上増加にとどまりました。ゲージ商品は全般的にはやや低調に推移し前年同期比8.2％

減の362百万円の売上でした。受注面では原油価格急騰を背景に中国市場向け油井管用APIねじゲー

ジの需要が高まり急増しました。下期以降の売上増加が期待されます。

［空気圧機器］クロダニューマティクス株式会社の株式の売却にともない空気圧機器関係の受注・売上が大幅に減

少し、売上高は840百万円（前年同期比△1,996百万円、△70.4％）となりました。

　当セグメントの売上高は5,205百万円（前年同期比△1,256百万円、△19.4％）、営業利益665百万円（前年同期比

△89百万円、△11.8％）の結果となりました。

 ○システム機器部門

［プレス型］　金属プレス商品は主要顧客の生産拠点が海外に移転するなか、当社も海外子会社（在マレーシア）

による生産・供給体制を整えてまいりました。国内工場では高付加価値製品の製造に特化し、生産

増強を図っております。一方、主力商品のFASTEC金型の売上はハイブリッド自動車搭載モータ用コ

ア金型、エアコン搭載モータ用を始めとする家電製品向け金型、プリンター等の事務機器向け金型

等で順調に推移し、プレス型部門の売上高は1,848百万円となり前年比35.1％の増収となりました。

 ［工作機械］ 市場から更に高まる高度精密加工ニーズを背景とした設備投資需要が国内外で拡大し、当社主力商

品である平面研削盤の売上が増大しました。当中間連結会計期間の売上高は863百万円となり前年同

期比12.0％の増収となりました。

 ［精密測定装置他］300mmウェハー製造メーカー向け超精密表面形状測定装置（当社商品名：ナノメトロ300TT）は

顧客先の活発な設備投資を背景に好調な売上を達成しております。また、液晶フォトマスク用大型

平坦度測定装置（当社商品名：ナノメトロFTT1500）の売上も堅調に推移しました。これら精機部門

の売上高は515百万円となり前年同期比23.4％の増加となりました。医療機器ではリンパ浮腫等の治

療に利用される医家向け空気圧式マッサージ器の新型ハドマー300シリーズが10月に発売され今後の

売上寄与が期待されます。

　以上の各事業を合計した当セグメントの売上高は3,367百万円（前年同期比659百万円、+24.4％）、営業利益516

百万円（前年同期比156百万円、+43.6％）の結果となりました。
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(2）受注及び販売の状況

①　受注高

製品名
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）

精密機器部門 6,608,173 5,053,137 13,642,098

（ボールねじ） (2,121,686) (2,874,262) (4,822,345)

（ツーリング・ゲージ） (1,555,931) (1,564,874) (3,142,484)

（空気圧機器） (2,930,556) (614,000) (5,677,268)

システム機器部門 2,917,898 3,332,331 6,233,793

（プレス型） (1,571,419) (1,848,319) (3,153,948)

（工作機械） (722,613) (880,843) (1,661,863)

（精密測定装置他） (623,865) (603,168) (1,417,982)

合計 9,526,071 8,385,468 19,875,892

②　販売高

製品名
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）

精密機器部門 6,462,064 5,205,835 13,399,805

（ボールねじ） (2,066,438) (2,790,617) (4,448,905)

（ツーリング・ゲージ） (1,558,622) (1,574,663) (3,136,946)

（空気圧機器） (2,837,005) (840,554) (5,813,952)

システム機器部門 2,707,705 3,367,539 5,873,042

（プレス型） (1,368,193) (1,848,629) (3,029,709)

（工作機械） (770,960) (863,162) (1,609,773)

（精密測定装置他） (568,551) (655,748) (1,233,559)

合計 9,169,769 8,573,374 19,272,848

(3）通期の見通し

　今後、景気の足取りは米国経済や中国等のアジア経済の動向、素材価格の動き如何でやや鈍る可能性はあるもの

の今年後半も拡大基調と予想されております。当社にとりましてはIT関連業界の在庫調整サイクルや、自動車関連

業界の設備投資増加のタイミングの遅れによる影響が懸念され、通期の連結業績は売上高16,800百万円、経常利益

1,400百万円、当期純利益900百万円と予想しております。

　尚、当社では当社グループの総合力向上を目指し、100％子会社で工作機械メーカである㈱ファインクロダを平成

19年3月に合併する予定です。（株式会社ファインクロダは、当社100％子会社であるため、本合併による当社連結

業績に与える影響はありません。個別業績につきましては、企業結合に係る会計基準の適用により、抱合わせ株式

消滅差益を特別利益として330百万円計上予定ですが、株式会社ファインクロダの当期の業績により変動いたしま

す。）また生産性改善、増産の目的で富津工場（千葉県）の刷新を計画しており、新工場の完成・稼動は来期を予

定しております。
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２．財政状態

　当中間連結会計期間末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対し1,056百万円

減の3,545百万円となりました。各キャッシュフローの状況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、減少した資金は131百万円（前年同期574百万円）となりました。

　当中間連結会計期間は、税金等調整前中間（当期）純利益835百万円を計上したものの、仕入債務の減少や法人税等

の支払いが410百万円あり資金は減少いたしました。

　この結果、営業活動全体として前中間連結会計期間と比較して収入が705百万円の減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、減少した資金は211百万円（前年同期△335百万円）となりました。

　当活動による資金の減少額は、ボールねじ及び精密プレス製品製造のための機械増設など設備投資によるものであ

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、減少した資金は711百万円（前年同期△395百万円）となりました。

　この減少は長期借入金の返済と配当金140百万円の支払いによるものであります。

３．キャッシュ・フロー指標

平成16年9月期 平成17年3月期 平成17年9月期 平成18年3月期 平成18年9月期

自己資本比率（％） 26.7 28.2 30.4 34.4 38.7

時価ベ－スの自己資本比率

（％）
32.3 36.4 38.6 56.8 45.4

債務償還年数（年） 5.9 5.4 6.1 3.4 ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
6.5 7.7 6.7 9.6 ―

　（注）　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベ－スの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：借入金／営業キャッシュ・フロ－

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロ－／利息の支払額

※各指標の算出は、連結ベ－スの財務数値によっております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

※債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フロ－を年額に換算するため２倍にしております。
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４．事業等のリスク

　以下の項目は当社グループの事業展開上リスクとなる可能性があると考えられる主な要因を記載しております。な

お、文中における将来に関する事項に関しては、本資料作成日現在において当社が判断したものであります。

(1）販売市場について

　当社グループは、主力であるボールねじ事業の販売市場として、小型精密技術の正当な評価が得られ易い半導体

製造装置、液晶分野及び電子・デバイス分野に積極展開しております。このような特定業種への依存は、当該業種

の景気の変動や、大きな技術革新の変化等の動向によって、当社グループの経営成績、財務状況に大きな影響を及

ぼす可能性があります。

　また、ツーリング事業におきましては、自動車業界への販売に依存している傾向がありますが、昨今の自動車業

界の海外生産への移行の動きは今後も止まることが無く益々増大するものと考えられ、当社グループの市場が国内

から海外に移転するリスクがあります。

(2）生産体制について

　当社グループの製品の大部分は顧客からの個別仕様による受注請負型製品であります。そのため、在庫の陳腐化

による不良在庫のリスクは少ない反面、急速に進みつつある短納期化の流れに対し顧客動向の把握と今後短納期生

産体制の確保ができない場合には受注が低下し、経営成績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3）技術力、製品開発力、研究開発力について

　アジア諸国の技術力の急激な進化により、日本全体の製造業の技術力は急速にその差を縮められつつあり、当社

グループもこの例外ではありません。また、製品寿命も極端に短くなる傾向があり開発期間の短縮が必須となって

います。今後、当社グループがこのような業界と市場の変化を十分に予測できず、魅力ある新製品を市場に提供で

きない場合には将来の成長と収益性を低下させ、経営成績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4）国際活動および海外進出について

当社グループ事業のうち、プレス型事業においては、生産および販売子会社を中華人民共和国の平湖市およびマレー

シアのセランゴール州に設立し営業活動を行っています。これらの地域における事業には以下に挙げるようないく

つかのリスクが存在します。

①　予期しない法律または規制の変更

②　不利な政治または経済要因

③　人材の確保と教育の困難さ

④　未整備の技術インフラが、プレス型事業の現在有するブランド力を低下させる可能性

⑤　潜在的に不利な税影響

⑥　テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱

⑦　為替レートの変動

　これらの事象は、当社グループの経営成績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5）人材について

　当社グループの製品は「より高精度な製品へ」の製造が基本となっています。その要素となるのは永年の経験を

持つ優秀な技能者群であります。このところ、一般的に技能者の高年齢化が進み若年層への承継が最大課題となっ

て来ていますが、当社グループにおける技能の承継課題も例外ではありません。この技能承継には当然ながら時間

がかかるばかりでなく、承継される人材確保も大きな課題であります。この技能承継が今後スムーズに行われない

場合には、将来の成長、経営成績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6）災害による影響について

　当社グループは、設備機械および人材の有効活用をはかり、生産性を向上させることを目的とし、一品種一工場

生産又は一業種一工場生産を行っていますが、担当工場の存在する地域で、大規模な地震やその他の操業を中断せ

ざるを得ない事象が発生した場合、その製造に該当する品種又は業種の生産能力が著しく低下する可能性がありま

す。

(7）退職給付債務について

　当社グループの退職給付債務および費用は、数理計算上の割引率や年金資金の期待収益率等、予測した前提条件

に基づいて計算されております。今後、運用年金資金の利回りの低下や割引率の低下などこの前提条件が実際と異

なった場合、また、変更された場合は数理上の差損が生じ、損失が発生する可能性があります。

(8）保有有価証券について

　当社グループは長期保有を目的とした市場性のある株式を保有しておりますが、今後全般的に大幅な株価下落が

続く場合には、当株式に減損または評価損が発生し、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼすとともに自己資本

比率の低下を招く恐れがあります。

－ 7 －



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
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   3,616,225   3,270,807   3,327,133  

２　受取手形及び売掛
金

  5,002,907   4,481,053   5,430,259  

３　有価証券   399,993   299,892   1,299,943  

４　たな卸資産   3,733,580   2,758,145   2,678,657  

５　繰延税金資産   214,959   186,630   206,241  

６　その他   81,544   209,417   369,786  

７　貸倒引当金   △9,301   △7,168   △10,554  

流動資産合計   13,039,909 56.7  11,198,777 52.6  13,301,466 56.8

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産
※１
※２

         

(1）建物及び構築物   1,972,630   1,927,332   1,955,691  

(2）機械装置及び運
搬具

  1,379,404   1,204,740   1,199,078  

(3）土地   3,149,256   3,149,256   3,149,256  

(4）その他   262,353   272,958   155,711  

有形固定資産合計   6,763,645 29.4  6,554,287 30.8  6,459,738 27.6

２　無形固定資産   99,019 0.4  104,565 0.5  101,769 0.4

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２  2,477,622   2,914,077   3,161,618  

(2）繰延税金資産   425,132   167,220   57,123  

(3）その他   228,402   384,037   386,443  

(4）貸倒引当金   △49,993   △33,000   △37,332  

投資その他の資産
合計

  3,081,162 13.4  3,432,334 16.1  3,567,852 15.2

固定資産合計   9,943,827 43.3  10,091,187 47.4  10,129,360 43.2

資産合計   22,983,737 100.0  21,289,965 100.0  23,430,827 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形及び買掛
金

  4,181,930   3,765,022   5,180,824  

２　短期借入金 ※２  4,746,677   3,401,990   3,514,454  

３　未払法人税等   108,140   344,694   435,541  

４　賞与引当金   448,744   361,431   392,740  

５　その他   700,707   597,603   850,709  

流動負債合計   10,186,200 44.3  8,470,742 39.8  10,374,271 44.3

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２  2,212,215   1,184,800   1,643,417  

２　退職給付引当金   2,233,864   1,978,936   1,921,049  

３　役員退職引当金   135,825   146,875   147,900  

４　預り営業保証金   243,329   240,258   240,642  

５　繰延税金負債   30,876   30,876   62,837  

６　再評価に係る繰延
税金負債

  891,443   891,443   891,443  

固定負債合計   5,747,555 25.0  4,473,191 21.0  4,907,291 20.9

負債合計   15,933,756 69.3  12,943,933 60.8  15,281,562 65.2
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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
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
（％）

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   70,778 0.3  － －  91,939 0.4

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,875,000 8.2  － －  1,875,000 8.0

Ⅱ　資本剰余金   1,451,395 6.4  － －  1,451,395 6.2

Ⅲ　利益剰余金   1,502,204 6.5  － －  2,176,975 9.3

Ⅳ　土地再評価差額金   1,337,165 5.8  － －  1,337,165 5.7

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

  859,626 3.7  － －  1,236,823 5.3

Ⅵ　為替換算調整勘定   △42,998 △0.2  － －  △15,499 △0.1

Ⅶ　自己株式   △3,191 △0.0  － －  △4,535 △0.0

資本合計   6,979,201 30.4  － －  8,057,325 34.4

負債・少数株主持分
及び資本合計

  22,983,737 100.0  － －  23,430,827 100.0

           

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 1,875,000 8.8  －

２　資本剰余金  － － 1,451,395 6.8  －

３　利益剰余金  － － 2,545,639 12.0  －

４　自己株式  － － △4,535 △0.0  －

株主資本合計  － － 5,867,499 27.6  －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 1,059,988 5.0  －

２　土地再評価差額金  － － 1,337,165 6.3  －

３　為替換算調整勘定  － － △17,956 △0.1  －

評価・換算差額等合計  － － 2,379,197 11.2  －

Ⅲ　少数株主持分  － － 99,334 0.5  －

純資産合計  － － 8,346,031 39.2  －

負債純資産合計  － － 21,289,965 100.0  －
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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
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   9,169,769 100.0  8,573,374 100.0  19,272,848 100.0

Ⅱ　売上原価   6,618,834 72.2  6,404,567 74.7  14,288,105 74.1

売上総利益   2,550,935 27.8  2,168,806 25.3  4,984,742 25.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  1,831,087 20.0  1,459,667 17.0  3,857,988 20.0

営業利益   719,848 7.9  709,139 8.3  1,126,754 5.8

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  432   3,293   1,016   

２　受取配当金  6,333   8,216   20,190   

３　持分法による投資
利益

 22,101   58,130   32,134   

４　設備賃貸料  ―   42,419   ―   

５　ロイヤリティ  ―   76,006   ―   

６　その他  27,821 56,688 0.6 13,478 201,544 2.4 63,615 116,958 0.6

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  85,128   62,684   160,249   

２　売上割引  23,046   23,730   47,337   

３　団体生命保険料  17,632   ―   ―   

４　その他  20,477 146,284 1.6 8,863 95,277 1.1 56,740 264,327 1.4

経常利益   630,252 6.9  815,405 9.5  979,385 5.1

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益  ―   133   21,386   

２　投資有価証券売却
益

 ―   26,253   12,836   

３　関係会社株式売却
益

 ―   ―   780,200   

３　貸倒引当金戻入益  ― ― ― 8,534 34,922 0.4 542 814,965 4.2

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※２ 2,103   14,247   34,063   

２　固定資産売却損  ―   135   375   

３　投資有価証券売却
損

 ―   ―   485   

４　投資有価証券評価
損

 476   ―   ―   

５　投資有価証券売却
損

 ― 2,580 0.0 ― 14,383 0.2 ― 34,923 0.2

税金等調整前中間
（当期）純利益

  627,672 6.8  835,945 9.8  1,759,427 9.1

法人税、住民税及
び事業税

 87,806   322,204   467,288   

法人税等調整額  166,978 254,784 2.8 △4,557 317,647 3.7 226,114 693,402 3.6

少数株主利益   1,597 0.0  7,230 0.1  19,964 0.1

中間（当期）純利
益

  371,289 4.0  511,067 6.0  1,046,060 5.4

           

－ 10 －



(3) 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
（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   1,451,395  1,451,395

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

 
 
 
 

1,451,395  1,451,395

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,215,170  1,215,170

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　中間（当期）純利益  371,289  1,046,060  

２　資本剰余金からの振
替額

 ― 371,289 ― 1,046,060

Ⅲ　利益剰余金減少高      

配当金  84,255 84,255 84,255 84,255

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  1,502,204  2,176,975
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(4) 中間連結株主資本等変動計算書

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）
1,875,000 1,451,395 2,176,975 △4,535 5,498,836

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △140,403  △140,403

役員賞与（注）   △2,000  △2,000

中間純利益   511,067  511,067

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）
  368,663  368,663

平成18年9月30日　残高

　　　　　　　　　（千円）
1,875,000 1,451,395 2,545,639 △4,535 5,867,499

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日　残高

　　　　　　　　　（千円）
1,236,823 1,337,165 △15,499 2,558,489 91,939 8,149,264

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △140,403

役員賞与（注）      △2,000

中間純利益      511,067

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）

 

△176,834  △2,456 △179,291 7,394 △171,896

中間連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　（千円）
△176,834  △2,456 △179,291 7,394 196,766

平成18年9月30日　残高

　　　　　　　　　（千円）
1,059,988 1,337,165 △17,956 2,379,197 99,334 8,346,031

 （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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(5) 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）

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
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  627,672 835,945 1,759,427

減価償却費  216,689 193,336 454,780

貸倒引当金の増減額  2,611 △7,718 △8,796

賞与引当金の増減額  △32,354 △31,309 △2,077

退職給付引当金の増減額  27,031 57,887 △195,286

役員退職引当金の増減額  △80,455 △1,025 △68,380

受取利息及び受取配当金  △6,765 △11,509 △21,207

支払利息  85,128 62,684 160,249

持分法による投資利益  △22,101 △58,130 △32,134

有形固定資産売却益  ― △133 △21,386

有形固定資産売却損  ― 135 375

有形固定資産除却損  2,103 14,247 34,063

有価証券評価損  476
―
 

485

有価証券売却益  ― △26,253 △12,836

関係会社株式売却益  ― ― △780,200

売上債権の増減額  △177,224 949,206 △604,576

たな卸資産の増減額  △40,523 △79,488 △106,487

長期預り金の増減額  1,258 △384 △1,428

仕入債務の増減額  144,803 △1,415,802 975,642

その他流動資産の増減額  2,680 153,639 △82,402

その他流動負債の増減額  △21,365 △314,474 354,561

役員賞与の支払額  ― △2,000 ―

小計  729,664 318,851 1,802,384

利息及び配当金の受取額  13,063 24,292 27,362

利息の支払額  △85,866 △64,449 △159,713

法人税等の支払額  △82,707 △410,207 △136,267

営業活動によるキャッシュ・フロー  574,152 △131,513 1,533,766
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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）

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
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

    

定期預金の預入による支出  ― ― △1,001

定期預金の払戻による収入  6,000 ― ―

投資有価証券の取得による支出  △7 △15,007 △12

投資有価証券の売却による収入  ― 45,454 21,598

連結範囲の変更を伴う子会社の売却
による収入

 ― ― 492,579

有形無形固定資産の取得による支出  △348,340 △244,309 △704,138

有形無形固定資産の売却による収入  1,185 420 31,572

貸付金による収支  ― ― 420,600

その他の収支  5,520 2,356 19,476

投資活動によるキャッシュ・フロー  △335,641 △211,086 280,673

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

短期借入金による収入  319,901 53,202 ―

短期借入金の返済による支出  ― △100,000 △41,518

長期借入金による収入  45,000 100,000 45,000

長期借入金の返済による支出  △675,778 △624,283 △1,315,379

配当金の支払額  △84,255 △140,403 △84,255

自己株式の取得による支出  △410 ― △1,754

財務活動によるキャッシュ・フロー  △395,542 △711,484 △1,397,907

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

 24,481 △2,293 54,775

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  △132,549 △1,056,377 471,307

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  4,130,366 4,601,673 4,130,366

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

 3,997,816 3,545,296 4,601,673
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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

 

 

(イ)連結子会社の数　　　　６社

連結子会社名

クロダインターナショナル㈱

㈱ファインクロダ

クロダプレシジョンインダスト

リーズ(M）

永昇電子㈱

平湖黒田精工有限公司

クロダニューマティクス㈱

(イ)連結子会社の数　　　　５社

連結子会社名

クロダインターナショナル㈱

㈱ファインクロダ

クロダプレシジョンインダスト

リーズ(M）

永昇電子㈱

平湖黒田精工有限公司

 

(イ)連結子会社の数　　　５社

連結子会社名

クロダインターナショナル

㈱ファインクロダ

クロダプレシジョンインダスト

リーズ(M)

永昇電子㈱

平湖黒田精工有限公司

平成18年3月31日をもってクロ

ダニューマティクス㈱の保有株

式70％を売却したことにより連

結子会社より除外し持分法適用

関連会社にしております。

 

 

(ロ)非連結子会社の名称等

子会社はすべて連結しておりま

す。

(ロ)非連結子会社の名称等

子会社はすべて連結しておりま

す。

(ロ)非連結子会社の名称等

子会社はすべて連結しておりま

す。

２　持分法の適用に関する事

項

 

(イ)持分法を適用した関連会社数

３社

㈱ゲージング

日本金型産業㈱

㈱モールド研究所

(イ)持分法を適用した関連会社数

５社

㈱ゲージング 

日本金型産業㈱

㈱モールド研究所

クロダニューマティクス㈱

㈱ＴＧＫ

(イ)持分法を適用した関連会社数

４社

㈱ゲージング 

日本金型産業㈱

㈱モールド研究所 

クロダニューマティクス㈱

 (ロ)持分法を適用しない非連結子会

社又は関連会社はありません。

(ロ)　　　　 同左 (ロ)　　　　 同左

３　連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日が中間連結

決算日と異なる会社は次のとおりで

あります。

同左 連結子会社の決算日が連結決算日と

異なる会社は次のとおりでありま

す。 

 会社名  中間決算日

クロダプレシジョ

ンインダストリー

ズ(M）

 
６月30日

クロダインターナ

ショナル㈱

 
８月31日

㈱ファインクロダ ８月31日

永昇電子㈱  ８月31日

平湖黒田精工有限

公司

 
６月30日

クロダニューマ

ティクス㈱

 
８月31日

会社名  中間決算日

クロダプレシジョ

ンインダストリー

ズ(M）

 
６月30日

クロダインターナ

ショナル㈱

 
８月31日

㈱ファインクロダ ８月31日

永昇電子㈱  ８月31日

平湖黒田精工有限

公司

 
６月30日

会社名  決算日

クロダプレシジョ

ンインダストリー

ズ(M）

 
12月31日

クロダインターナ

ショナル㈱

 
２月28日

㈱ファインクロダ ２月28日

永昇電子㈱  ２月28日

平湖黒田精工有限

公司

 
12月31日

 中間連結財務諸表の作成にあたって

は、同日現在の中間財務諸表を使用

し、中間連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。

同左 連結財務諸表の作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用し、連結

決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っ

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）

４　会計処理基準に関する事

項

 

 

 

 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間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

平均法により算定してお

ります。）

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間期末日の市場価格等

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して

おります。） 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

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

平均法により算定してお

ります。）

 

 

 

時価のないもの

（株式）移動平均法によ

る原価法

（債券）償却原価法（定

額法）

 時価のないもの 

（株式）移動平均法によ

る原価法 

（債券）償却原価法（定

額法） 

時価のないもの

（株式）移動平均法によ

る原価法

（債券）償却原価法（定

額法）

 

 

②　たな卸資産

製品、仕掛品については品種

によって総平均法、個別法、

売価還元法による原価法、そ

の他については、移動平均法

による原価法によっておりま

す。

②　たな卸資産

製品・仕掛品

見込み生産品は移動平均法に

よる原価法、受注生産品は個

別法による原価法。

商品・原材料・貯蔵品

 移動平均法による原価法

②　たな卸資産

製品、仕掛品については品種

によって総平均法、個別法、

売価還元法による原価法、そ

の他については、移動平均法

による原価法によっておりま

す。

 

 

 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

方法

①　有形固定資産

親会社及び国内連結子会社は

定率法（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。耐用年数については法人

税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

尚、海外子会社は定額法に

よっております。

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

方法

①　有形固定資産

同左

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

方法

①　有形固定資産

同左

 

 

②　無形固定資産及び投資その他

の資産

法人税法に規定する定額法に

よっております。ただしソフ

トウェア（自社利用分）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

によっております。

②　無形固定資産及び投資その他

の資産

同左

②　無形固定資産及び投資その他

の資産

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）

 

 

 

(ハ)重要な引当金の計上基準

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基づき

貸倒懸念債権等、特定の債

権については個別の回収可

能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(ハ)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(ハ)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 

 

②　賞与引当金

従業員の賞与支給に充てる

ため支給見込基準により計

上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

 

 

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産見込額に基づき、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。

尚、会計基準変更時差異

（87,471千円）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

上の差異については、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年

数以内の一定年数（14年）

による定額法によりそれぞ

れ発生の翌連結会計年度よ

り費用処理しております。

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産見込額に基づき、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。

尚、会計基準変更時差異

（69,000千円）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

上の差異については、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年

数以内の一定年数（13年）

による定額法によりそれぞ

れ発生の翌連結会計年度よ

り費用処理しております。

（追加情報）

当中間連結会計期間におけ

る従業員の平均残存勤務期

間が、従来の14年から13年

に短縮したことから数理計

算上の差異の処理年数を14

年から13年に変更しており

ます。

なお、この変更による損益

への影響は軽微であります。

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産見込額に基づき、当

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。尚、

会計基準変更時差異

（87,471千円）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、各連結会計年

度の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定年

数（適格退職年金14年・退

職一時金14年）による定額

法により、それぞれ発生の

翌連結会計年度より費用処

理しております。

 

 

④　役員退職引当金

役員退職慰労金の支払いに

備えるため、内規に基づき

算出した中間期末要支給額

の100％を計上しております。

④　役員退職引当金

同左

④　役員退職引当金

役員退職金の支払いに備え

るため、内規に基づき算出

した期末要支給額の100％

を計上しております。

 

 

(ニ)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。

(ニ)重要なリース取引の処理方法

同左

(ニ)重要なリース取引の処理方法

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）

 

 

 

(ホ)重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップの特例処理に

よっております。

(ホ)重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(ホ)重要なヘッジ会計の方法

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

金利スワップ取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

 

ヘッジ対象

借入金の金利変動リスク

 

 

 

 

 

 

③　ヘッジ方針

当社グループは堅実経営の

観点から、金利変動リスク

を有する借入金のうち、金

利スワップの特例処理の要

件に該当するもののみに対

象を限定し、リスクヘッジ

手段をとるものとしており

ます。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

 

 

④　ヘッジの有効性評価の方法

特例処理によっている金利

スワップについては、有効

性の評価を省略しておりま

す。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

 

 

 

(ヘ)その他の中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

(ヘ)その他の中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(ヘ)その他の連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

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

中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同

等物）は、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カ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 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、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

カ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。
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会計処理の変更

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。

（たな卸資産評価方法の変更）

 当中間連結会計期間から当社長野工場のツー

リング及び富津工場の製品・仕掛品の評価方

法を売価還元法による原価法から移動平均法

及び個別法による原価法に変更しておりま

す。

　この変更は、より適正な期間損益の把握と

原価管理の推進を行うためのものでありま

す。

　この変更に伴い、従来の方法に比較してた

な卸資産が160,478千円減少し、同額売上総

利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益が減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。

 

    （事業の種類別セグメントの変更）

 従来、事業区分については、「精密機器部

門」及び「空機部門」の2事業区分としてお

りましたが、空機部門を担っておりましたク

ロダニューマティクス株式会社の株式70％を

売却したことにより空機部門の売上が減少い

たしました。これに伴い、製品の類似性や事

業の位置付けを再考し「精密機器部門」及び

「システム機器部門」の2事業区分に変更い

たしました。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等）

 当中間連結会計期間から「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

計基準委員会　平成17年12月9日企業会計基

準第5号）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

会計基準委員会　平成17年12月9日　企業会

計基準適用指針第8号）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8,246,697千円であります。

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。

　

（固定資産の減損に係る会計基準）

当連結会計年度から「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。

　これによる損益に与える影響はありません。

表示方法の変更

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）

────── （中間連結損益計算書）

　従来、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました、賃貸

料は当中間連結会計期間において営業外収益の総額の100分の10を超

えたので区分掲記することといたしました。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれる賃貸料の金額は

108千円であります。
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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）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

12,011,494千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は　　　

　　9,451,093千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は　　　

　　9,375,065千円であります。

※２　このうち、担保資産及び担保に供されて

いる債務は次のとおりであります。

※２　このうち、担保資産及び担保に供されて

いる債務は次のとおりであります。

※２　このうち、担保資産及び担保に供されて

いる債務は次のとおりであります。

担保に供している資産
（千円）

左記に対応する債務
（千円）

工場財団  
長期借入
金

1,485,609

建物及び
構築物

1,479,437
短期借入
金

2,046,502

機械装置
及び運搬
具

728,014   

工具器具
備品等

9,071   

土地 2,873,988   

計 5,090,513 計 3,532,111

その他  
長期借入
金

214,000

投資有価
証券

340,423
短期借入
金

82,000

建物及び
構築物

37,617   

土地 165,256   

計 543,297 計 296,000

合計 5,633,811 合計 3,828,111

担保に供している資産
（千円）

左記に対応する債務
（千円）

工場財団  
長期借入
金

 620,819

建物及び
構築物

1,075,922
短期借入
金

 
1,795,450

機械装置
及び運搬
具

519,511   

工具器具
備品等

 6,353   

土地 1,931,596   

計
 

3,533,383
計

 
2,416,269

その他  
長期借入
金

 180,000

投資有価
証券

 324,829
短期借入
金

 79,000

建物及び
構築物

 35,237   

土地  165,256   

計  525,323 計  259,000

合計 4,058,706 合計 2,675,269

担保に供している資産
（千円）

左記に対応する債務
（千円）

工場財団  
長期借入
金

1,017,697

建物及び
構築物

1,055,361
短期借入
金

1,923,404

機械装置
及び運搬
具

514,821   

工具器具
備品等

4,718   

土地 1,931,596   

計 3,506,497 計 2,941,101

その他  
長期借入
金

200,000

投資有価
証券

436,745
短期借入
金

 85,000

建物及び
構築物

36,468   

土地 165,256   

計 638,470 計 285,000

合計 4,144,967 合計 3,226,101

注　受取手形割引高は、991,753千円でありま

す。

注1　偶発債務（債務保証）

クロダニューマティクス㈱のリース債務

　　　　　　　　　　　　　14,274千円

注2　受取手形割引高は、499,726千円でありま

す。

注3　中間連結会計期間末日の満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決済

処理しております。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、

次の満期手形が連結会計期間末残高に含ま

れております。

受取手形　　　　　　　　　149,225千円

注1　偶発債務（債務保証）

クロダニューマティクス㈱の借入金等

　　　　　　　　　　　　822,229千円

注2　受取手形割引高は、426,615千円でありま

す。
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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。

運賃荷造費・輸出諸

掛
125,074千円

広告宣伝費 64,157  

人件費 760,150  

賞与引当金繰入額 181,333  

退職給付費用 59,840  

役員退職引当金繰入

額
1,809

 

賃借料 81,343  

研究開発費 112,572  

貸倒引当金繰入額 2,649  

運賃荷造費・輸出諸

掛
113,021千円

広告宣伝費 47,566  

人件費 624,254  

賞与引当金繰入額 132,270  

退職給付費用 42,960  

役員退職引当金繰入

額
14,430

 

賃借料 62,357  

研究開発費 93,129  

   

運賃荷造費・輸出諸

掛
256,988千円

広告宣伝費 127,094  

人件費   

賞与引当金繰入額 1,780,922  

退職給付費用 120,391  

役員退職引当金繰入

額

14,458  

賃借料 170,712  

研究開発費 222,735  

   

※２　固定資産除却損の主なものは建物、機

械装置及び工具・器具備品の除却によ

るものです。

 同左  同左

（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）

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（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 28,100,000 － － 28,100,000

合計 28,100,000 － － 28,100,000

自己株式

普通株式 19,291 － － 19,291

合計 19,291 － － 19,291

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 140,403 5.0 平成18年3月31日 平成18年6月30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

１ 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

現金及び預金 3,616,225千円 現金及び預金 3,270,807千円 現金及び預金  3,327,133千円  

有価証券に含まれる現

金同等物
399,993

有価証券に含まれる現金

同等物 
299,892

有価証券に含まれる現金

同等物  
1,299,943

現金及び預金に含まれ

る3ヶ月超定期預金 
△18,402

現金及び預金に含まれる

3ヶ月超定期預金  
△25,403

現金及び預金に含まれる

3ヶ月超定期預金   
△25,403

計 3,997,816 計 3,545,296  計 4,601,673

２ 株式の売却により連結子会社から持分法適

用関連会社になった会社の資産及び負債の主

な内訳

 

 株式の一部売却によりクロダニューマティ

クス㈱を当連結会計年度末に連結子会社から

持分法適用関連会社としておりますが、連結

除外時の資産及び負債の内訳は次のとおりで

あります。

　　流動資産　3,298,456千円

　　固定資産　　116,246千円

　　流動負債　2,495,920千円

　　固定負債　　690,497千円
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①　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。

②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１　時価のある有価証券

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

その他有価証券    

株式 592,347 2,020,808 1,428,460

その他 6,041 10,291 4,249

計 598,389 2,031,100 1,432,710

２　時価評価されていない主な有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 44,130

コマーシャルペーパー 299,993

売掛債権信託受益権 100,000

計 444,124

(2）関連会社株式 402,391

　（注）　その他有価証券について、金融商品に係る会計基準（「金融商品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11年１月22日））に基づき476千円減損処理しております。なお、下落率30～50％の株式に

あっては、急激な変動を排除するため個別銘柄毎に中間期を含む過去２年間の各決算期において、常に30％以

上の下落が連続していることを判断基準とし減損処理しております。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１　時価のある有価証券

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

その他有価証券    

株式 589,641 2,356,289 1,766,648

計 589,641 2,356,289 1,766,648

２　時価評価されていない主な有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 24,921

売掛債権信託受益権 299,892

計 324,814

(2）関連会社株式 532,865

　（注）　その他有価証券について、下落率30～50％の株式にあっては、急激な変動を排除するため個別銘柄毎に中間期

を含む過去２年間の各決算期において、常に30％以上の下落が連続していることを判断基準とし減損処理して

おります。
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前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１　時価のある有価証券

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

その他有価証券    

株式 589,633 2,651,006 2,061,372

債権    

　 国債 999,999 999,999 0

計 1,589,632 3,651,005 2,061,372

２　時価評価されていない主な有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 44,121

売掛債権信託受益権 299,944

計 344,066

(2）関連会社株式 466,490

　（注）　その他有価証券について、金融商品に係る会計基準（「金融商品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11年１月22日））に基づき485千円減損処理しております。なお、下落率30～50％の株式に

あっては、急激な変動を排除するため個別銘柄毎に中間期を含む過去２年間の各決算期において、常に30％以

上の下落が連続していることを判断基準とし減損処理しております。

③　デリバティブ取引

（前中間連結会計期間）（平成17年９月30日現在）

　当社グループにおける金利スワップ取引はヘッジ会計を適用しており注記の対象となる取引はありません。

（当中間連結会計期間）（平成18年９月30日現在）

　当社グループにおける金利スワップ取引はヘッジ会計を適用しており注記の対象となる取引はありません。

（前連結会計年度）（平成18年３月31日現在）

　当社グループにおける金利スワップ取引はヘッジ会計を適用しており注記の対象となる取引はありません。
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④　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）

 
精密機器部門
（千円）

空機部門
（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 6,332,764 2,837,004 9,169,769 ― 9,169,769

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― ― ― ― ―

計 6,332,764 2,837,004 9,169,769 ― 9,169,769

営業費用 5,491,573 2,563,273 8,054,846 395,074 8,449,921

営業利益 841,190 273,731 1,114,922 (395,074) 719,848

　（注）１　事業区分の方法

当グループにおける製品の範囲は極めて多岐にわたっておりますが、製造方法、販売方法等の類似性及び当

グループの売上高に照らして区分しております。

２　各事業区分の主要な製品

(1）精密機器部門：MCツーリング、専用ツーリング、各種保持工具、ボールねじ、積層精密プレス型、モータ

コア型、平面研削盤、各種ゲージ類、油圧機器、システム機器、電子機器、医療機器

(2）空機部門：電磁弁、アクチュエータ、エアクリーン機器、省配線システム、各種補器類

３　消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は395,074千円であり、親会社の総務部門等管理部門に

係る費用であります。

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）

 
精密機器部門
（千円）

システム機器　
部門

（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 5,205,834 3,367,539 8,573,374 ― 8,573,374

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― ― ― ― ―

計 5,205,834 3,367,539 8,573,374 ― 8,573,374

営業費用 4,540,016 2,850,731 7,390,748 473,486 7,864,234

営業利益 665,817 516,807 1,182,625 (473,486) 709,139

　（注）１　事業区分の方法

当グループにおける製品の範囲は極めて多岐にわたっておりますが、製造方法、販売方法等の類似性及び当

グループの売上高に照らして区分しております。

２　各事業区分の主要な製品

(1）精密機器部門：MCツーリング、専用ツーリング、各種保持工具、ボールねじ、各種ゲージ類、油圧機器、

電磁弁、アクチュエータ、エアクリーン機器、省配線システム、各種補器類

(2）システム機器部門：積層精密プレス型、モータコア型、平面研削盤、システム機器、電子機器、医療機器

３　消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は473,486千円であり、親会社の総務部門等管理部門に

係る費用であります。

４　事業区分の変更

従来、事業区分については、「精密機器部門」及び「空機部門」の2事業区分としておりましたが、空機部門

を担っておりましたクロダニューマティクス株式会社の株式70％を売却したことにより空機部門の売上が減

少いたしました。これに伴い、製品の類似性や事業の位置付けを再考し「精密機器部門」及び「システム機

器部門」の2事業区分に変更いたしました。
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なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を当中間連結会計期間において用いた事業区

分の方法により区分すると次のようになります。

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）

 
精密機器部門
（千円）

システム機器　
部門

（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 6,462,064 2,707,705 9,169,769 ― 9,169,769

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― ― ― ― ―

計 6,462,064 2,707,705 9,169,769 ― 9,169,769

営業費用 5,707,042 2,347,804 8,054,846 395,074 8,449,921

営業利益 755,022 359,900 1,114,922 (395,074) 719,848

 　　　　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）

 
精密機器部門
（千円）

システム機器　
部門

（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 13,399,805 5,873,042 19,272,848 ― 19,272,848

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― ― ― ― ―

計 13,399,805 5,873,042 19,272,848 ― 19,272,848

営業費用 12,104,766 5,158,776 17,263,543 882,550 18,146,093

営業利益 1,295,038 714,265 2,009,304 (882,550) 1,126,754

注　たな卸資産評価方法の変更

当中間連結会計期間から当社長野工場のツーリング及び富津工場の製品・仕掛品の評価方法を売価還元法に

よる原価法から移動平均法及び個別法による原価法に変更しております。

この変更に伴うセグメントへの影響額は「精密機器部門」で143,015千円、「システム機器部門」で17,463千

円営業費用が増加し、同額営業利益が減少しております。
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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）

 
精密機器部門
（千円）

空機部門
（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 13,458,895 5,813,952 19,272,848 ― 19,272,848

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― ― ― ― ―

計 13,458,895 5,813,952 19,272,848 ― 19,272,848

営業費用 11,844,387 5,419,156 17,263,543 882,550 18,146,093

営業利益 1,614,508 394,796 2,009,304 (882,550) 1,126,754

　（注）１　事業区分の方法

当グループにおける製品の範囲は極めて多岐にわたっておりますが、製造方法、販売方法等の類似性及び当

グループの売上高に照らして区分しております。

２　各事業区分の主要な製品

(1）精密機器部門：N/Cツーリング、専用ツーリング、各種保持工具、ボールねじ、積層精密プレス型、モータ

コア型、平面研削盤、各種ゲージ類、油圧機器、システム機器、電子機器

(2）空機部門：電磁弁、アクチュエータ、エアクリーン機器、省配線システム、各種補器類、医療機器

３　消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は882,550千円であり、親会社の総務部門等管理部門に

係る費用であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度ともに、本邦以外の売上高が連結売上高の10％

に満たないため、記載を省略しております。

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）

 アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,031,235 157,141 173,824 18,258 1,380,458

Ⅱ　連結売上高（千円）     9,169,769

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
11.2 1.7 1.9 0.2 15.1

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）

 アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,025,110 233,820 91,446 20,605 1,370,981

Ⅱ　連結売上高（千円）     8,573,374

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
12.0 2.7 1.1 0.2 16.0

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）

 アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,365,729 371,652 327,382 35,703 3,100,466

Ⅱ　連結売上高（千円）     19,272,848

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
12.3 1.9 1.7 0.2 16.1

　（注）１　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

(2）各区分に属する主な国又は地域

アジア………………韓国・台湾・中国・タイ・シンガポール

北米…………………米国・カナダ

ヨーロッパ…………イタリア・ドイツ・オランダ

その他の地域………メキシコ・イスラエル他
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（１株当たり情報）

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）

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株当たり純資産額 248.52円

１株当たり中間純利益 13.22円

１株当たり純資産額 293.67円

１株当たり中間純利益 18.19円

１株当たり純資産額 286.93円

１株当たり当期純利益 37.24円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がない

ため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がない

ため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式がない

ため記載しておりません。

１株当たり中間純利益の算定上の基礎 １株当たり中間純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎

中間連結損益計算書上の中間純利益

371,289千円

中間連結損益計算書上の中間純利益

511,067千円

連結損益計算書上の当期純利益

 

1,046,060千円

普通株式に係る中間純利益

371,289千円

普通株式に係る中間純利益

511,067千円

普通株式に係る当期純利益

1,046,060千円

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

　該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

　該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

　該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

28,084,266株

普通株式の期中平均株式数

28,080,709株

普通株式の期中平均株式数

28,083,035株
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（重要な後発事象）

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）

重要な子会社株式の売却

１　売却の理由

　当社は、平成17年11月10日開催の

取締役会において、平成18年３月１

日を目処に、当社100％子会社であ

るクロダニューマティクス株式会社

株式の70％を米国パーカーハネフィ

ンコーポレーションに譲渡すること

を決議したことに伴い、子会社の異

動が発生する見込みとなりました。

　尚、本件実行後、当社のクロダ

ニューマティクス株式会社に対する

所有割合は30％となるため、同社は

当社の連結子会社から持分法適用関

連会社となります。

 ──

 

 ──

 

２　売却する相手会社の名称

　株式の譲渡先については、パー

カーハネフィンコーポレーションも

しくは同社の子会社となる予定であ

ります。

 

　

 

 

３　売却の時期

平成18年３月１日（予定）

 

 

 

 

４　当該子会社の名称、事業内容及び

会社との取引内容

  

①商号 クロダニューマ

ティクス株式会社

②代表者 代表取締役社長

櫻井　寛

③設立年月日 平成15年８月22日

④資本の額 ３億円

⑤事業内容 空気圧機器の製

造・販売及び修理

等

⑥取引内容 空気圧機器の製造

を委託

 

５　売却する株式の数、売却価額、売

却損益及び売却後の持分比率

 

①売却する株式の数 4,200株

②売却価額 約10億円

③売却益 約８億円

④売却後の持分比率 30％
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