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平成 １９ 年 ３ 月期   中間決算短信（連結） 平成１８年１１月２０日 

上 場 会 社 名  中央可鍛工業株式会社 上場取引所     名証第２部 
コ ー ド 番 号  ５６０７ 本社所在都道府県  愛知県 
（ＵＲＬ http://www.chuokatan.co.jp） 
代 表 者   役職名 代表取締役社長 氏名 武山 尚生 
問合せ先責任者   役職名 取締役総務部長 氏名 池田 道則    ＴＥＬ (０５２)８０５－８６００ 
決算取締役会開催日 平成１８年１１月２０日 
米国会計基準採用の有無    無 
 
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                               （単位：百万円未満切捨） 

 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 
 １０，４０８（ ８．１）％
  ９，６２７（ ８．９）％

        百万円 
    ４２８（２６．３）％
       ３３９（ ４．４）倍

        百万円 
    ５６７（３９．９）％
    ４０５（ ２．９）倍

18年３月期   １９，８７４     ８８３   １，０５７ 
 

 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    
   ２５０（  ―  ）％
   △ ９８（   ―   ）％

                  円   銭
       １６．５９ 
      △ ６．６０ 

円   銭
          ― 
                    ― 

18年３月期    ２１４        １３．１４           ― 

(注)①持分法投資損益  18年９月中間期 93百万円  17年９月中間期 24百万円  18年３月期 78百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年９月中間期 15,108,557株  17年９月中間期 14,928,282株               

             18年３月期   14,940,785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（倍）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
 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
  １９，８７１ 
  １９，４６８ 

百万円
  １３，０５５ 
  １１，７１１ 

％ 
   ６５．７ 
   ６０．２ 

円   銭
 ８２９．９４ 
 ７８４．６２ 

18年３月期   ２０，２０３   １２，５１６    ６２．０  ８２８．０６ 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期 15,111,287株  17年９月中間期 14,926,455株  

              18年３月期   15,093,194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

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
    ５１９ 
  １，０９８ 

百万円
 △１，１１４ 
 △１，３９５ 

百万円 
   △１５７ 
   △１０１ 

百万円
  １，１９８ 
  ２，８３７ 

18年３月期   １，９６９  △２，９９２    △３３５   １，９５８ 

(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  ３ 社   持分法適用非連結子会社数  ― 社   持分法適用関連会社数  １ 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 
 

通  期 
百万円

     ２０，９００ 
百万円

      １，２００ 
百万円

        ５５０ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  ３６円４０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 

   今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

http://www/
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経営方針 
 
   (1) 会社の経営の基本方針 
     当社グループは、「人･社会･自然に調和するクリーンでフェアな企業行動に徹し､国際社会から信

頼される企業市民として豊かで住み良い社会造りに貢献する」という経営の基本理念のもと、時代

の変化を的確に捉え、社会に役立つ価値を創造し、お客様から地域社会、あるいは株主の方から従

業員にいたるまで、関連する全ての方々に満足頂く事を経営の基本方針としております。 
 
   (2) 会社の利益配分に関する基本方針 
       当社は安定的な配当を維持していく事を基本に、業績および配当性向等を総合的に勘案して、  
     株主の皆様のご期待にお応えしたいと考えております。 
 
   (3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

    当社グループは、投資単位の引き下げにつきまして、株式市場活性化のための有効な施策の一つ

     であると認識しておりますが、現時点では緊急を要するものではないと思われ、今後の市場動向や

     当社株価の推移等を勘案し、慎重に検討してまいります。 

 

  (4) 目標とする経営指標 

    当社グループは、資本の効率的な運用を重視し、中長期的に営業利益の増加と資産の有効活用を

     目指し、総資産営業利益率や、株主資本営業利益率の向上を推進すべく企業経営に取り組んでまい

     ります。 

 

  (5) 中長期的な会社の経営戦略 
       当社グループの中長期的な経営方針は、社会やお客様のニーズを迅速かつ的確に把握し、先んじ 

     て価値を創造する事により、収益性の向上と経営基盤の強化を果たし、企業として発展していく事 

     であります。    
       その経営方針を展開していくために、可鍛・金属家具部門とも、優れた品質、コスト競争力のあ 

     る製品の継続的な開発・提供に注力するとともに、市場動向やお客様のニーズを製品に展開するべ 

     く、情報収集活動にも傾注し、受注拡大に繋がる様全力を尽くしてまいります。 
       部門別といたしまして、可鍛部門では競争の激しい自動車部品業界の中で、優位性を確立するた 

     めに、世界ナンバーワンの部品づくりを掲げ、技術、品質、コスト等の向上を果たすとともに、従 

   来の活動に加え、地球環境への負担も考慮した生産活動を行い、企業の社会的責任を果たしてまい 

     ります。 
       金属家具部門では、グループの資源を結集した経営のもと、エンドユーザーのニーズを見据え、 

     商品ラインアップの充実と高機能化を推進してまいります。 
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                                     経営成績及び財政状態 
 
   (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、企業収益が好調に推移するなかで民間設備投資は増加し、

個人消費も緩やかに改善するなど、景気は着実に回復してまいりました。 

       一方、海外におきましては、米国、欧州とも景気拡大が続き、中国経済も高成長を持続するなど、

景気は引き続き力強さを増し、順調に推移いたしました。 
       当社グループの可鍛部門は主要取引先である自動車業界において、北米、欧州市場で好調に推移

したことにより、自動車生産台数は前年同期を上回りました。 

    一方、金属家具部門は、当社独自の商品開発に取り組み積極的な受注拡大を図ってまいりました。 

   このような情勢のもとで、当社グループは、お客様第一、品質第一に徹し、信頼にお答えすべく、

積極的な拡販活動をグループあげての原価低減活動に取り組んでまいりました。 
       当中間連結会計期間の業績につきましては、可鍛部門の売上高は、トヨタ自動車㈱向け自動車部

品の増加により、前年同期比8.9％増の99億22百万円となりました 

    また、家具部門では、遊技場向けチェアーを積極的に販売して参りましたが、前年同期比6.1％減

の４億86百万円となり、両部門の総売上高は、前年同期比8.1％増の104億８百万円となりました。 

    利益につきましては、原材料価格の高騰がありましたものの、売上高の増加や当社グループあげ

ての原価低減活動を推進し、経常利益は前年同期比39.9％増の５億67百万円、中間純利益は２億50

百万円となりました。 

    なお、中間配当金につきましては11月20日開催の取締役会におきまして、１株につき４円とさせ

ていただきましたのでよろしくお願い申し上げます。 

    今後の見通しにつきましては、世界的に景気拡大が期待されますものの、原油価格および原材料

価格の動向など懸念材料もあり、予断を許さない状況にあります。 

    このような経営環境のなかで、当社はグループの総力を結集し、今後も品質第一に徹し、お客様

のニーズを先取りした魅力ある商品の開発に取り組むとともに、徹底した原価低減活動を展開し市

場競争力をより向上させ、業績の向上に努め、一層の経営体質の強化に努めて邁進する所存でござ

います。 

    平成19年３月期の業績は、売上高は209億円、経常利益は12億円、当期純利益は５億50百万円を見

込んでおります。 

    
   (2) キャッシュ・フローの状況 
 
       当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連 

結会計年度に比べ７億60百万円減少し、11億98百万円（前期比38.8％減）となりました。 
         ① 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、減損損失の減少、売上債権の増加ならびに法人税

等の支払額の増加により前年同期と比較して５億79百万円減少の５億19百万円の収入とな

りました。 
         ② 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，有形固定資産の取得による支出等により、前年同

期と比較して２億80百万円の減少の11億14百万円の支出となりました。 
         ③ 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、借入金の返済や配当金の支払い等により、１億57

百万円の支出となりました。 
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   (3)  事業等のリスク 

   以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載して     

おります。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、重要と思われる主な事項につ

いては、積極的に開示いたします。 

（経済状況） 

当社グループの主要取引先は自動車部品業界であります。現在、自動車部品業界は、グローバル化及び統合

の進展並びに競合他社による新製品及び新技術の導入の結果として、急激な変化に直面しております。取引先

自動車部品メーカーにつきましても、調達の決定を行うにあたってのコストの検討がますます重要になってお

ります。当社グループの企業努力や、当社グループのグローバル市場における競争力の維持強化または当社グ

ループの現在の収益水準の維持向上が何らかの理由により予定どおり達成されない可能性もあります。 
 
（原材料の市況変動） 

当社グループが所属する鋳物業界においては、主原材料としてスクラップ及びエネルギーとしてコークスを

使用しております。従いまして、スクラップ及びコークスの市況が上昇する局面では、取引業者からの価格引

き上げ要請の可能性があります。当社グループでは、随時市況価格を注視しながら取引業者との価格交渉にあ

たっておりますが、今後、市況が大幅に高騰した場合には、原材料費等の上昇を抑えられず、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
（環境規制） 

当社グループが所属する鋳物業界は、広範囲な環境その他の法的規制に服しております。Co2 排出量、騒音、

安全性及び工場からの廃棄物に課せられる規制は広範囲にわたっております。これらの規制は変更されること

があり、規制がより厳しくなる傾向にあります。これらの規制を遵守するための費用が当社グループの事業に

とって多大な金額となる可能性があり、新たな規制強化により当社グループが多額の費用の支出を余儀なくさ

れる可能性もあります。 

（海外進出） 

当社グループは競争力のある製品とコスト削減並びに中国の経済発展を見据えて、江蘇省蘇州市に生産拠点

を設け、規模の拡大を進めております。現在、同地区に合弁会社である蘇州石川製鉄有限公司を立ち上げ、順

調に業績を伸ばし当社に寄与しております。また、全額出資の蘇州中央可鍛有限公司は、昨年９月より操業を

開始しております。しかし、中国における政治または法環境の変化、人材の不足、ストライキ、経済状況の変

化など、予期せぬ事象により生産業務の遂行に問題が生じる可能性があります。 
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１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

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   2,079,326 1,009,818  1,285,413

２ 受取手形及び売掛金 ※５  3,721,108 4,228,415  4,125,912

３ 有価証券     977,672 818,429  888,386

４ たな卸資産   887,403 1,080,470  1,041,066

５ 繰延税金資産   159,629 148,705  154,975

６ その他   135,589 168,564  164,546

７ 貸倒引当金   △7,146 △7,139  △7,511

流動資産合計   7,953,582 40.9 7,447,264 37.5  7,652,790 37.9

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 ※１   

１ 建物及び構築物   1,269,436 1,638,458  1,645,846

２ 機械装置 
  及び運搬具 

  4,454,307 5,713,941  5,730,031

３ 工具・器具・備品   768,212 747,430  736,476

４ 土地   1,171,006 1,173,394  1,170,258

５ 建設仮勘定   1,322,817 126,575  117,728

有形固定資産合計   8,985,780 46.1 9,399,800 47.3  9,400,341 46.5

(2) 無形固定資産   41,037 0.2 49,472 0.2  49,016 0.2

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券   1,730,963 2,010,568  2,220,657

２ 繰延税金資産   171,382 48,416  215,787

３ 長期貸付金   45,309 199,286  44,205

４ その他   552,997 729,950  633,348

貸倒引当金   △12,908 △12,929  △12,908

投資その他の 
資産合計 

  2,487,743 12.8 2,975,292 15.0  3,101,089 15.4

固定資産合計   11,514,561 59.1 12,424,565 62.5  12,550,447 62.1

資産合計   19,468,144 100.0 19,871,830 100.0  20,203,237 100.0
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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 

  3,392,147 3,532,175  3,520,156

２ 短期借入金   563,946 519,463  520,969

３ 未払法人税等   203,008 202,005  412,343

４ 未払消費税等   45,042 40,797  63,408

５ 賞与引当金   285,385 277,660  253,979

６ 役員賞与引当金   ― 10,000  ―

７ 設備支払手形   716,965 96,077  76,862

８ その他   545,483 897,299  810,637

流動負債合計   5,751,979 29.6 5,575,479 28.1  5,658,357 28.0

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   706,400 486,200  596,300

２ 繰延税金負債   310,434 400,869  476,659

３ 退職給付引当金   241,360 197,968  289,729

４ 役員退職慰労 
引当金 

  103,143 122,099  112,250

５ 連結調整勘定   46,352 33,937  40,144

固定負債合計   1,407,690 7.2 1,241,074 6.2  1,515,083 7.5

負債合計   7,159,670 36.8 6,816,554 34.3  7,173,441 35.5

(少数株主持分)    

少数株主持分   596,809 3.0 ― ―  513,312 2.5

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,036,000 5.3 ― ―  1,036,000 5.1

Ⅱ 資本剰余金   435,439 2.2 ― ―  494,124 2.5

Ⅲ 利益剰余金   9,610,222 49.4 ― ―  9,863,857 48.8

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  714,316 3.6 ― ―  1,006,246 5.0

Ⅴ 為替換算調整勘定    41,155  0.2 ― ―  194,688 1.0

Ⅵ 自己株式   △125,468 △0.6 ― ―  △78,434 △0.4

資本合計   11,711,665 60.2 ― ―  12,516,482 62.0

負債、少数株主 
持分及び資本合計 

  19,468,144 100.0 ― ―  20,203,237 100.0
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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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 1,036,000 5.2  ― ―

２ 資本剰余金   ― ― 501,791 2.5  ― ―

３ 利益剰余金   ― ― 10,035,742 50.5  ― ―

４ 自己株式   ― ― △79,368 △0.4  ― ―

株主資本合計   ― ― 11,494,164 57.8  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 880,993 4.5  ― ―

２ 為替換算調整勘定   ― ― 166,266 0.8  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 1,047,259 5.3  ― ―

Ⅲ 少数株主持分   ― ― 513,851 2.6  ― ―

純資産合計   ― ― 13,055,275 65.7  ― ―

負債純資産合計   ― ― 19,871,830 100.0  ― ―
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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   9,627,762 100.0 10,408,468 100.0  19,874,163 100.0

Ⅱ 売上原価   8,515,817 88.5 9,161,701 88.0  17,443,243 87.8

売上総利益   1,111,945 11.5 1,246,767 12.0  2,430,920 12.2

Ⅲ 販売費及び 

  一般管理費 
※１  772,601 8.0 818,337 7.9  1,547,330 7.8

営業利益   339,344 3.5 428,429 4.1  883,589 4.4

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  8,528 10,937 13,371 

２ 受取配当金  14,286 18,929 21,539 

３ 固定資産賃貸料  7,798 7,620 14,872 

４ 連結調整勘定 

  償却額 
  6,207 6,207 14,214 

５ 持分法による 

  投資利益 
 24,884 93,053 78,758 

６ 雑収入  16,772 78,478 0.8 16,973 153,721 1.4 44,838 185,796 0.9

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  5,187 6,072 7,098 

２ 手形売却損  519 771 1,087 

３ 従業員預り金利息  686 ― 686 

４ 為替差損   2,593 1,814 ― 

５ 雑損失  3,610 12,597 0.1 6,109 14,768 0.1 3,043 11,916 0.0

経常利益   405,224 4.2 567,382 5.4  1,057,468 5.3

Ⅵ 特別利益    

１ 受取保険収入  4,197 ― 4,197 

２ 投資有価証券 

  売却益 
 ― 4,197 0.0 10,240 10,240 0.0 ― 4,197 0.0

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※２ 29,751 108,493 92,439 

２ 減損損失 ※４ 313,602 ― 313,602 

３ 商品土地評価損  ― 11,587 ― 

４ その他 ※３ 4,499 347,853 3.6 ― 120,080 1.1 4,499 410,541 2.1

税金等調整前 

中間(当期)純利益 
   61,568 0.6 457,542 4.3  651,124 3.2

法人税、住民税 

及び事業税 
 194,200 194,186 481,861 

法人税等調整額  △34,918 159,281 1.6 10,285 204,471 1.9 △58,063 423,798 2.1

少数株主損益     813 0.0 2,455 0.0  12,511 0.0

中間(当期)純利益 

(△は中間純損失) 
  △98,526 △1.0 250,615 2.4  214,814 1.1
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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 

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） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  435,439  435,439

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１ 株式交換による自己株式 
    の処分差益 

 ― 58,684 58,684

Ⅲ 資本剰余金中間期末 

  （期末）残高 
 435,439  494,124

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  9,790,058  9,790,058

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １ 中間（当期）純利益  ― ― 214,814 214,814

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 中間純損失  98,526 ― 

 ２ 配当金  59,719 119,425 

 ３ 役員賞与  21,589 179,836 21,589 141,015

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  （期末）残高 

 9,610,222  9,863,857
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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) 1,036,000 494,124 9,863,857 △78,434 11,315,547  

中間連結会計期間中の変動額    

 剰余金の配当（注）  △60,295 △60,295  

 利益処分による役員賞与（注）  △18,435 △18,435  

 中間純利益  250,615 250,615  

 自己株式の取得  △3,902 △3,902  

 自己株式の処分  7,666 2,968 10,635  

 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) 
― 7,666 171,884 △934 178,617  

平成18年９月30日残高(千円) 1,036,000 501,791 10,035,742 △79,368 11,494,164  

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,006,246 194,688 1,200,935 513,312 13,029,795

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注） ―  △60,295

 利益処分による役員賞与（注） ―  △18,435

 中間純利益 ―  250,615

 自己株式の取得 ―  △3,902

 自己株式の処分 ―  10,635

 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) 
△125,253 △28,422 △153,675 538 △153,137

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△125,253 △28,422 △153,675 538 25,480

平成18年９月30日残高(千円) 880,993 166,266 1,047,259 513,851 13,055,275

（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) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

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 

  

１ 税金等調整前中間(当期) 
  純利益 

  61,568 457,542 651,124

２ 減価償却費  618,225 689,015 1,363,823

３ 連結調整勘定償却額  △6,207 △5,174 △12,414

４ 減損損失  313,602 ― 313,602

５ 退職給付引当金の 
  増減額(△は減少額) 

 29,388 △91,760 77,757

６ 役員退職慰労引当金の 
  増減額(△は減少額) 

 △4,467 9,849 4,640

７ 役員賞与引当金の増減額 
  (△は減少額) 

 ― 10,000 ―

８ 賞与引当金の増減額 
  (△は減少額) 

 32,649 23,680 1,244

９ 貸倒引当金の増減額 
  (△は減少額) 

 3,527 △351 3,892

10 受取利息及び受取配当金  △22,815 △29,867 △34,911

11 支払利息  5,874 6,072 7,785

12 為替差益  ― 7,212 ―

13 固定資産除却損  29,751 108,493 92,439

14 投資有価証券売却益  ― △10,240 ―

15 持分法投資利益  △24,884 △93,053 △78,758

16 売上債権の増減額 
  (△は増加額) 

 △32,550 △102,711 △437,354

17 たな卸資産の 
  増減額(△は増加額) 

  11,017 △40,404 △143,083

18 仕入債務の 
  増減額(△は減少額) 

 294,398 △2,410 420,894

19 未払消費税等の 
  増減額(△は減少額) 

  17,121 △22,610 35,487

20 役員賞与の支払額  △23,200 △19,100 △23,200

21 その他(純額)  △78,498 8,886 △77,373
小計  1,224,502 903,066 2,165,594

23 利息及び配当金の受取額  22,815 29,867 34,911

24 利息の支払額  △5,874 △6,072 △7,785

25 法人税等の支払額  △142,971 △407,564 △222,937
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,098,471 519,296 1,969,782
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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) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

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 

  

１ 定期預金の純増減額  700 ― 5,131

２ 定期預金の預入による支出      ― △1,157,950 ―

３ 定期預金の払戻による収入  ― 743,650 ―

４ 有価証券の取得による支出  ― ― △4,317

５ 有形固定資産の取得 
  による支出 

 △1,352,391 △715,013 △2,947,641

６ 無形固定資産の取得 
による支出 

 △365 △6,983 △1,795

７ 投資有価証券の 
  取得による支出 

 △506 △520 △1,014

８ 投資有価証券の 
  償還による収入 

 9,000 ― 13,317

９ 投資有価証券の 
  売却による収入 

 ― 12,456 ―

10 貸付による支出  ― △1,900 △61,300

11 貸付金の回収による収入  17,159 18,367 34,065
12 保険積立金の払込による 
  支出 

 ― △1,514 ―

13 保険積立金の減少による 
  収入 

 ― ― 3,897

14 出資金の清算による収入  24,690 ― 24,690

15 関係会社への出資による 
  支出 

 △91,375 ― △91,375

16 その他(純額)  △2,424 △5,227 33,938

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,395,511 △1,114,636 △2,992,402

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金の純増減額 
  (△は減少額) 

 37,527 3,235 △25,053

２ 長期借入金の返済による 
  支出 

 △73,400 △110,100 △183,500

３ 配当金の支払額             △59,719 △60,295 △119,425
４ 少数株主への 
  配当金の支払額 

 △4,380 △2,128 △4,380

５ 自己株式の取得による支出             △1,410 △3,902 △3,340

６ 自己株式の売却による収入  ― 15,828 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △101,383 △157,362 △335,700

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 56,038 △7,149 137,168

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △342,385 △759,852 △1,221,151

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  3,179,643 1,958,492 3,179,643

Ⅶ 現金及び現金同等物 
中間期末(期末)残高 

 2,837,258 1,198,640 1,958,492
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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 

 

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、全て連結しており 

   ます。 

   連結子会社の数 ３社 

   連結子会社の名称 

    土岐可鍛工業㈱ 

    ㈱チューキョー 

  蘇州中央可鍛有限公司 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

     子会社は、全て連結しており

   ます。 

   連結子会社の数 ３社 

   連結子会社の名称 

    土岐可鍛工業㈱ 

    ㈱チューキョー 

  蘇州中央可鍛有限公司 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

     連結子会社の数は３社であり  

    全てを連結しております。 

    連結子会社の数 ３社 

    連結子会社の名称 

     土岐可鍛工業㈱ 

    ㈱チューキョー 

  蘇州中央可鍛有限公司 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社数 

           １社  

    会社等の名称 

    蘇州石川製鉄有限公司 

 

(2) 持分法を適用しない関連会社

の名称 

  みづほ金属工業㈱・第一鋳造

㈱・名古屋化学工業㈱・中央

研削工業㈱ 

 (持分法を適用しない理由) 

  関連会社みづほ金属工業㈱他 

３社については、それぞれ中間純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないためこれらの会社

に対する投資については、持分法

を適用せず、原価法により評価し

ております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社数

         １社 

      会社等の名称 

  蘇州石川製鉄有限公司 

 

(2) 持分法を適用しない関連会社

の名称 

みづほ金属工業㈱・第一鋳造

㈱・名古屋化学工業㈱・中央

研削工業㈱ 

 (持分法を適用しない理由) 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社数

           １社  

    会社等の名称 

    蘇州石川製鉄有限公司 

 

(2) 持分法を適用しない関連会社

の名称 

みづほ金属工業㈱・第一鋳造

㈱・名古屋化学工業㈱・中央

研削工業㈱ 

 (持分法を適用しない理由) 

  関連会社みづほ金属工業㈱他３

社については、それぞれ当期純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体として重

要性がないため、これらの会社に

対する投資については、持分法を

適用せず、原価法により評価して

おります。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社のうち㈱チューキョ

ー及び土岐可鍛工業㈱の中間決算

日は、中間連結決算日と一致して

おります。なお、蘇州中央可鍛有

限公司の中間決算日は６月末日で

あります。 

  中間連結財務諸表の作成にあた

っては同中間決算日現在の中間財

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。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社のうち蘇州中央可鍛

有限公司の決算日は12月末日であ

ります。 

  連結財務諸表の作成にあたって

は同決算日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日までの期間に発生

し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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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 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  (イ)有価証券 

   その他有価証券 

    １ 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) 

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 

  (イ)有価証券 

   その他有価証券 

    １ 時価のあるもの 

      中間決算日の市場価格

等に基づく時価法 

            (評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定) 

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 

  (イ)有価証券 

   その他有価証券 

    １ 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、

売却原価は移動平均法

により算定) 

    ２ 時価のないもの 

      移動平均法による原価

法 

    ２ 時価のないもの 

同左 

    ２ 時価のないもの 

同左 

  (ロ)たな卸資産 

    総平均法による原価法 

  (ロ)たな卸資産 

同左 

  (ロ)たな卸資産 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  (イ)有形固定資産 

    定率法 

    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 

２～50年 

     機械装置及び運搬具 

２～12年 

     工具・器具・備品 

２～15年 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  (イ)有形固定資産 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  (イ)有形固定資産 

同左 

  (ロ)無形固定資産 

    定額法 

  (ロ)無形固定資産 

同左 

 

  (ロ)無形固定資産 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  (イ)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。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  (イ)貸倒引当金 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  (イ)貸倒引当金 

同左 

  (ロ)賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に充て

るため、支給見込額に基づく

当中間連結会計期間分を計上

しております。 

  (ロ)賞与引当金 

同左 

  (ロ)賞与引当金 

    従業員の賞与の支払いに備

えて、賞与支給見込額の当期

負担額を計上しております。
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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) 

   

――――― 

 (ハ)役員賞与引当金 

  当社及び国内連結子会社は役員

賞与の支給に備えて、当連結会計

年度における支給見込額の当中間

連結会計期間負担額を計上してお

ります。 

（会計方針の変更） 

  当中間連結会計期間より、「役

員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号 平成17年11月29

日）を適用しております。 

  これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ10百万円減少しておりま

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。 

   

 ――――― 

  (ハ)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。 

  なお、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(５年)による定額

法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。 

 (ニ)退職給付引当金 

       同左 

  (ハ)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。 

  なお、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(５年)による定額

法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。 

  (ニ)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金支給に備える

ため、役員退職慰労金規定に基

づく、中間期末要支給額を計上

しております。 

  (ホ)役員退職慰労引当金 

同左 

  (ニ)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金支給に備える

ため、役員退職慰労金規定に基

づく、期末要支給額を計上して

おります。 
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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) 

 (4) 中間連結財務諸表の作成の基

礎となった連結会社の中間財務

諸表作成に当たって採用した重

要な外貨建ての資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負

債は、中間決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は少数株

主持分及び資本の部における為

替換算調整勘定に含まれており

ます。 

 (4) 中間連結財務諸表の作成の基

礎となった連結会社の中間財務

諸表作成に当たって採用した重

要な外貨建ての資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負

債は、中間決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含めて計上

しております。 

 (4) 連結財務諸表の作成の基礎と

なった連結会社の財務諸表作成

に当たって採用した重要な外貨

建ての資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在

外子会社等の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は少数株主持分

及び資本の部における為替換算

調整勘定に含まれております。 

 (5) 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を採用し

ております。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同左 

 (4) 重要なリース取引の処理方法

同左 

 (6) 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。 

 (6) 消費税等の会計処理 

同左 

 (5) 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ヶ月以内に満期日又は

償還日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない短期的な投

資であります。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 
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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。 

 これにより、税金等調整前中

間純利益が313,602千円減少して

おります。なお、減損損失累計

額については、改正後の中間連

結財務諸表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。 

 

――――― 

  (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。 

  これにより、税金等調整前純利

益が313,602千円減少しておりま

す。なお、減損損失累計額につ

いては、改正後の連結財務諸表

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。これによる損益

に与える影響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は12,541,424千

円であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間におけ

る中間財務諸表は、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。 

 

――――― 
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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        21,761,659千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額        21,846,236千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      21,526,785千円

 ２ 保証債務 

   みづほ金属工業㈱ 

   （金融機関借入金） 

150,000千円 

 

 ２ 保証債務 

   みづほ金属工業㈱ 

   （金融機関借入金） 

165,000千円

 ２ 保証債務 

   みづほ金属工業㈱ 

   （金融機関借入金） 

150,000千円

 ３ 受取手形割引高 

70,528千円 

 ３ 受取手形割引高 

109,425千円

 ３ 受取手形割引高 

70,534千円

 ４ 当座貸越契約 

   当社及び連結子会社(土岐可

鍛工業㈱、㈱チューキョー)に

おいては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行６行と

当座貸越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当中

間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

当座 
貸越極度額 
の総額 

2,000,000千円 

借入 
実行残高 

 43,000 

差引 
未実行残高 

1,957,000 

 

 ４ 当座貸越契約 

   当社及び連結子会社(土岐可

鍛工業㈱、㈱チューキョー)に

おいては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行８行と

当座貸越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当中

間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

当座 
貸越極度額
の総額 

2,800,000千円

借入 
実行残高 

― 

差引 
未実行残高

2,800,000 

 

 ４ 当座貸越契約 

   当社及び連結子会社(土岐可

鍛工業㈱、㈱チューキョー)に

おいては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行６行と

当座貸越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当連

結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

当座 
貸越極度額 
の総額 

2,000,000千円

借入 
実行残高 

─ 

差引 
未実行残高 

2,000,000 

 
 

――――― 

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形 

   中間連結会計期間末日満期手

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     16,581千円

   割引手形     17,371千円

 

――――― 
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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主要

な費目 

荷造運搬費 247,157千円

役員報酬 61,930 

給与諸手当 168,764 

賞与引当金 
繰入額 

30,360 

退職給付費用 9,370 

役員退職慰労
引当金繰入額 

8,820 

減価償却費 29,995 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目 

荷造運搬費 271,662千円

役員報酬 68,977 

給与諸手当 172,291 

賞与引当金 
繰入額 

33,256 

退職給付費用 △4,455 

役員退職慰労
引当金繰入額

9,849 

減価償却費 33,256 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目 

荷造運搬費 507,497千円

役員報酬 120,900 

給与諸手当 360,659 

賞与引当金 
繰入額 

29,680 

退職給付費用 19,305 

役員退職慰労
引当金繰入額 

17,927 

減価償却費 60,809 
 

※２ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築
物 

  120千円

機械装置 
及び運搬具 

27,689 

工具・器具・ 
備品 

1,941 

計 29,751 
 

※２ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築
物 

 10,418千円

機械装置 
及び運搬具 

93,583 

工具・器具・
備品 

4,490 

計 108,493 
 

※２ 固定資産除却損の内訳 

建物 
及び構築物 

770千円

機械装置 
及び運搬具 

86,223 

工具・器具・ 
備品 

5,445 

計 92,439 
 

※３ その他の内訳 

出資金精算損 4,499千円

 

※４ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、以

下の資産について減損損失を計上し

ております。 

場所 用途 種類 

岐阜県 
土岐市 

工場予定地 土地 

当社は、中間連結財務諸表の事業の

種類別セグメントをベースに資産の

グルーピングを行っております。そ

の結果、現在未利用地となっており

ます岐阜県土岐市の土地(工場予定

地)につきまして、減損損失を認識

いたしました。 

（回収可能額の算定方法等） 

正味売却額、不動産鑑定評価基準 

 

 

――――― 

 

 

――――― 

※３ その他の内訳 

出資金精算損 4,499千円

 

※４ 減損損失 

 当連結会計期間において、以下の

資産について減損損失を計上してお

ります。 

場所 用途 種類 

岐阜県 
土岐市 

工場予定地 土地 

当社は、連結財務諸表の事業の種類

別セグメントをベースに資産のグル

ーピングを行っております。その結

果、現在未利用地となっております

岐阜県土岐市の土地(工場予定地)に

つきまして、減損損失を認識いたし

ました。 

（回収可能額の算定方法等） 

正味売却額、不動産鑑定評価基準 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

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) 306 6 24 288

合計 306 6 24 288

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加6千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

また、普通株式の自己株式の株式数の減少24千株は、連結子会社が所有する親会社の株式売却

による減少であります。 

 

2.配当に関する事項 

(1) 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 60,469 4 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

 

（決議） 
株式の

種類 

配当金の 

総額 

(千円) 

配当の 

原資 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成18年11月20日 

取締役会 
普通株式  60,445 利益剰余金 4 平成18年９月30日 平成18年12月11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 

現金及び 
預金勘定 

2,079,326千円

預入期間が 
３ケ月を超える 
定期預金 

△216,581 

取得日から 
３ケ月以内に 
償還期限の到来 
する短期投資 
(有価証券) 

  974,513 

現金及び 
現金同等物 

2,837,258 

   

現金及び 
預金勘定 

1,009,818千円

預入期間が 
３ケ月を超える
定期預金 

△626,450 

取得日から 
３ケ月以内に 
償還期限の到来
する短期投資 
(有価証券) 

815,271 

現金及び 
現金同等物 

1,198,640 

   

現金及び 
預金勘定 

1,285,413千円

預入期間が 
３ケ月を超える 
定期預金 

△212,150 

取得日から 
３ケ月以内に 
償還期限の到来 
する短期投資 
(有価証券) 

885,228 

現金及び 
現金同等物 

1,958,492 

   
 

(リース取引関係) 

半期報告書について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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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

種類 
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 308,956 1,504,981 1,196,025

(2) 債券  

 社債 23,000 23,012 12

(3) その他 37,529 41,682 4,153

合計 369,485 1,569,676 1,200,190

(注)  その他有価証券で時価のあるものの減損にあたっては、内容を検討のうえ、原則、取得原価に対して40％

以上下落した場合に減損処理を行っております。 

 

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

キャッシュリザ－ブファンド 615,017

ＴＡマネーアルファーオープン 355,196

非上場株式（店頭売買株式を除く） 82,287

割引金融債券 3,158

合計 1,056,960
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当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

種類 
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 309,985 1,783,204 1,473,219

(2) 債券  

 社債 20,000 19,658 △342

(3) その他 37,529 43,418 5,889

合計 367,514 1,846,280 1,478,766

(注)  その他有価証券で時価のあるものの減損にあたっては、内容を検討のうえ、原則、取得原価に対して40％

以上下落した場合に減損処理を行っております。 

 

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

キャッシュリザ－ブファンド 815,271

非上場株式（店頭売買株式を除く） 82,287

割引金融債券 3,158

合計 900,717
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前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 

種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 309,464 1,991,955 1,682,491

(2) 債券  

 社債 20,000 19,688 △312

(3) その他 37,529 44,727 7,198

合計 366,993 2,056,370 1,689,377

(注)  当連結会計年度において、減損処理を行ったものはありません。当該株式の減損にあたっては、時価が

取得原価に対して40％以上下落した場合に減損処理を行っております。 

 

３ 時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

キャッシュリザ－ブファンド 880,026

ＴＡマネ－アルファ－オ－プン 5,202

非上場株式（店頭売買株式を除く） 82,287

割引金融債券 3,158

合計 970,674

 

(デリバティブ取引関係) 

当社グループは、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)のいずれにおいてもデリバティブ取引を全く利用していないため、

該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

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) 

 

 

自動車及び 
車両部品 
関連事業 
(千円) 

金属椅子及び
椅子部品 
関連事業 
(千円) 

その他の事業
(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 

8,116,627 517,997 993,137 9,627,762 ― 9,627,762

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― (―) ―

計 8,116,627 517,997 993,137 9,627,762 (―) 9,627,762

営業費用 7,464,915 544,671 937,122 8,946,709 341,709 9,288,418

営業利益 651,712 △26,673 56,015 681,053 (341,709) 339,344

 

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) 

 

 

自動車及び 
車両部品 
関連事業 
(千円) 

金属椅子及び
椅子部品 
関連事業 
(千円) 

その他の事業
(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 

8,758,305 486,199 1,163,963 10,408,468 ― 10,408,468

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― (―) ―

計 8,758,305 486,199 1,163,963 10,408,468 (―) 10,408,468

営業費用 8,005,154 498,070 1,097,137 9,600,363 379,675 9,980,039

営業利益 753,150 △11,871 66,825 808,105 (379,675) 428,429
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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) 

 

 

自動車及び 
車両部品 
関連事業 
(千円) 

金属椅子及び
椅子部品 
関連事業 
(千円) 

その他の事業
(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 

16,697,932 1,206,713 1,969,517 19,874,163 ― 19,874,163

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― (―) ―

計 16,697,932 1,206,713 1,969,517 19,874,163 ― 19,874,163

営業費用 15,175,521 1,186,792 1,925,541 18,287,855 702,718 18,990,574

営業利益 1,522,411 19,920 43,976 1,586,308 (702,718) 883,589

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

 

事業区分 主要製品名 

自動車及び車両部品関連事業 各種ブラケット類、アクスルハブ等 

金属椅子及び椅子部品関連事業 オフィス向け各種椅子、施設向け各種椅子等 

その他の事業 産業機械用部品、油圧機器用部品等 

２ 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の主なものは、当社の総務部に係る費用

であります。 

３ 会計方針の変更（当中間連結会計期間） 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3)（ハ）に記載のとおり、当中間連結

会計期間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用してお

ります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は10千円増

加し、営業利益が同額減少しております。 

 

所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間、当中間連結期間及び前連結会計年度については、全セグメントの売上高の合

計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、

記載を省略しております。 

 

海外売上高 

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については、海外売上高の10％未満

であるため、記載を省略しております。 
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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 784円62銭 
 

１株当たり純資産額 829円94銭
 

１株当たり純資産額 828円06銭
 

１株当たり中間純損失  6円60銭 
 

１株当たり中間純利益 16円59銭
 

１株当たり当期純利益 13円14銭
 

 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

存在しないため記載をしておりませ

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

存在しないため記載をしておりませ

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

存在しないため記載をしておりませ

ん。 

 

(注) １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
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)

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)

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) (千円) 

△98,526 250,615 214,814

普通株式に係る中間(当期)
純利益又は中間純損失(△) 
(千円) 

△98,526 250,615 196,379

普通株主に帰属しない金額 
(千円) 

― ― ―

（うち利益処分による役員
賞与金） 

（―） （―） （―）

普通株式の期中平均株式数 
(千株) 

14,928 15,108 14,940
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中央可鍛工業株式会社
（ｺｰﾄﾞ番号５６０７）

連 結 情 報

(１）連結中間期の業績推移 (百万円)

期     別 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結中間純利益

平成１９年３月期中間 10,408 428 567 250
（対前期増減率） 8.1 % 26.3 % 39.9 % - %
〈連 単 倍 率〉 1.04 1.07 1.08 0.76

平成１８年３月期中間 9,627 339 405 △ 98
平成１７年３月期中間 8,837 77 140 61
平成１６年３月期中間 8,103 341 401 185
平成１５年３月期中間 7,362 248 277 117

(２）連結通期の業績予想と業績推移 (百万円)

期     別 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益

平成１９年３月期予想 20,900 930 1,200 550

（対前期増減率） 5.2 % 5.3 % 13.5 % 157.0 %

〈連 単 倍 率〉 1.03 1.12 1.20 0.00

平成１８年３月期 19,874 883 1,057 214

平成１７年３月期 18,255 279 409 260

平成１６年３月期 16,898 599 700 352

平成１５年３月期 15,194 542 597 231

（３）連結財政状態 (百万円)

総　資　産 純　資　産 自己資本比率

平成１９年３月期中間 19,871 13,055 65.7 %

平成１８年３月期中間 19,468 11,711 60.2 %

増      減 403 1,344 5.5 %

（４）連結の範囲

連結子会社数  2 社  国内   土岐可鍛工業㈱．㈱チュ－キョ－

 1 社  国外   蘇州中央可鍛有限公司

持分法適用会社数  1 社  国外   蘇州石川製鉄有限公司

(５)連結設備投資額の推移             (百万円)

平成19年3月期 平成18年3月期 平成17年3月期

（　計画　） （　実績　） （　実績　）

設 備 投 資 額 1,800 3,140 1,484
減 価 償 却 費 1,530 1,363 1,417




