
 

平成 １９ 年 ３ 月期   個別中間財務諸表の概要 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          配当支払開始日 平成１８年１２月１１日 

単元株制度採用の有無  有（１単元 1,000株） 

 

１．１８年９月中間期の業績(平成１８年４月１日～平成１８年９月３０日) 

(1)経営成績                                  （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 

 １０，０３７（ ６．８）％

  ９，３９９（ ９．７）％

    百万円 

     ４００（４１．３）％

    ２８３（１８．３）倍

     百万円 

    ５２３（４６．０）％

    ３５８（ ５．６）倍

18年３月期  １９，３６９      ７４１     ８６９ 

 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 

18年９月中間期 

17年９月中間期 

      百万円 

       ３３１（   －   ）％

     △１１０（   －   ）％

円   銭

      ２１．９６ 

      △ ７．４１ 

18年３月期        １３０        ７．６１  

(注)①期中平均株式数 18年9月中間期 15,114,040株 17年9月中間期 14,928,282株 18年3月期 14,942,798株 

②会計処理の方法の変更    無 

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント（倍）表示は、対前年中間期増減率 

 

(2) 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 

 １７，５６９ 

 １６，９６６ 

百万円

 １１，３１３ 

 １０，６０７ 

％ 

    ６４．４ 

    ６２．５ 

円   銭

  ７４８．７０ 

  ７１０．６４ 

18年３月期  １７，８２５  １１，１８６     ６２．８   ７３８．８６ 

(注)①期末発行済株式数 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 15,117,355株 

②期末自己株式数  18年9月中間期   288,713株 17年9月中間期    473,545株 18年3月期    282,645株 

 

２．１９年３月期の業績予想(平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日) 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 

通 期 

百万円 

  ２０，３００ 

百万円

   １，０００ 

百万円 

     ５５０ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） ３６円４０銭 

 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金(円) 

 中間期末 期末 年間 

18年３月期 ４．００ ４．００ ８．００ 

19年３月期(実績) ４．００ － 

19年３月期(予想) － ４．００ 
８．００ 

 

※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成にしたものであり、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。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   506,718 297,039  377,366

２ 受取手形 ※６  311,825 354,001  364,113

３ 売掛金   3,300,924 3,715,878  3,604,548

４ 有価証券     977,672 818,429  888,386

５ たな卸資産   728,625 864,584  825,243

６ 繰延税金資産   130,978 129,827  132,073

７ その他   161,607 175,219  170,518

貸倒引当金   △6,426 △6,675  △6,320

流動資産合計   6,111,926 36.0 6,348,303 36.1  6,355,930 35.7

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 ※１   

１ 建物   870,587 817,414  834,967

２ 機械及び装置   4,191,909 4,279,405  4,286,825

３ 工具・器具・備品   730,546 707,017  696,723

４ 土地   638,928 636,822  638,180

５ 建設仮勘定   243,668 114,461  115,392

６ その他   188,060 172,688  175,639

有形固定資産合計   6,863,702 40.5 6,727,809 38.3  6,747,729 37.8

(2) 無形固定資産   26,130 0.2 22,469 0.1  21,605 0.1

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券   1,900,214 2,287,269  2,492,286

２ 関係会社出資金   1,504,675 1,504,675  1,504,675

３ その他   560,338 679,388  703,402

投資その他の 
資産合計 

  3,965,227 23.3 4,471,332 25.5  4,700,364 26.4

固定資産合計   10,855,060  64.0 11,221,611 63.9  11,469,699 64.3

資産合計   16,966,986 100.0 17,569,915 100.0  17,825,630 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形   1,932,198 210,081  282,722

２ 買掛金   1,276,691 3,323,604  3,309,576

３ 一年内返済予定 
  長期借入金 

  220,200 220,200  220,200

４ 未払金   190,049 500,826  428,851

５ 未払費用   247,848 250,491  253,115

６ 未払法人税等   152,834 174,375  346,671

７ 未払消費税等 ※４  35,993 36,299  49,212

８ 賞与引当金   259,300 248,300  226,300

９ 役員賞与引当金   ― 10,000  ―

10 設備関係支払手形   697,178 33,921  63,631

11 その他    63,634 70,070  65,330

流動負債合計   5,075,929 29.9 5,078,171 28.9  5,245,609 29.4

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   706,400 486,200  596,300

２ 繰延税金負債   310,434 455,882  476,659

３ 退職給付引当金   197,639 152,462  244,135

４ 役員退職慰労引当金   69,296 83,367  76,271

固定負債合計   1,283,770 7.6 1,177,911 6.7  1,393,366 7.8

負債合計   6,359,700 37.5 6,256,083 35.6  6,638,976 37.2

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,036,000 6.1 ― ―  1,036,000 5.8

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金   435,439 ―  494,124

  資本剰余金合計   435,439 2.6 ― ―  494,124 2.8

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金   259,000 ―  259,000

２ 任意積立金   7,823,486 ―  7,823,486

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

  473,433 ―  655,042

  利益剰余金合計   8,555,919 50.4 ― ―  8,737,528 49.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  705,395 4.2 ― ―  994,652 5.6

Ⅴ 自己株式   △125,468 △0.8 ― ―  △75,651 △0.4

資本合計   10,607,286 62.5 ― ―  11,186,654 62.8

負債・資本合計   16,966,986 100.0 ― ―  17,825,630 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 1,036,000 5.9  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金   ― 494,124  ―

資本剰余金合計   ― ― 494,124 2.8  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金   ― 259,000  ―

(2) その他利益剰余金    

配当準備積立金   ― 30,000  ―

退職給与積立金   ― 30,000  ―

固定資産圧縮 
積立金 

  ― 1,703  ―

特別償却準備金   ― 824  ―

別途積立金   ― 7,760,000  ―

繰越利益剰余金   ― 910,466  ―

利益剰余金合計   ― ― 8,991,993 51.2  ― ―

４ 自己株式   ― ― △79,368 △0.5  ― ―

株主資本合計   ― ― 10,442,749 59.4  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 871,082  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 871,082 5.0  ― ―

純資産合計   ― ― 11,313,832 64.4  ― ―

負債純資産合計   ― ― 17,569,915 100.0  ― ―
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   9,399,514 100.0 10,037,811 100.0  19,369,109 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  8,521,263 90.7 8,978,051 89.4  17,407,956 89.9

売上総利益   878,251 9.3 1,059,760 10.6  1,961,152 10.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  594,963 6.3 659,535 6.6  1,219,370 6.3

営業利益   283,287 3.0 400,224 4.0  741,782 3.8

Ⅳ 営業外収益 ※２  81,095 0.8 131,192 1.3  138,564 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※３  5,824 0.0 7,913 0.0  10,665 0.1

経常利益   358,558 3.8 523,503 5.3  869,681 4.5

Ⅵ 特別利益 ※４  ― ― 161,881 1.6  ― ―

Ⅶ 特別損失 
※５
※６

 347,853 3.7 115,512 1.2  406,907 2.1

税引前中間(当期) 
純利益 

  10,704 0.1 569,871 5.7  462,774 2.4

法人税、住民税 
及び事業税 

 148,500 174,500 386,000 

法人税等調整額  △27,196  121,303 1.3 63,437 237,937 2.4 △53,942 332,058 1.7

中間(当期)純利益 
(△は中間純損失) 

  △110,598 △1.2 331,934 3.3  130,716 0.7

前期繰越利益   584,031 ―  584,031

中間配当額   ― ―  59,705

中間(当期)未処分 
利益 

  473,433 ―  655,042
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

株主資本 

資本 

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本 

準備金 

利益 

準備金 配当準備

積立金

退職給与

積立金

固定資産

圧縮 

積立金

特別償却

準備金

別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

平成18年３月31日

残高(千円) 
1,036,000 494,124 259,000 30,000 30,000 2,391 1,095 7,760,000 655,042 8,737,528

中間会計期間中の

変動額 
          

 固定資産圧縮 

  積立金の取崩 

 （注） 

 
 △688  688 ―

 特別償却準備金 

  の取崩(注） 
  △270  270 ―

 剰余金の配当   

 （注） 
   △60,469 △60,469

  役員賞与（注）    △17,000 △17,000

 自己株式の取得     ―

 自己株式の処分     ―

 中間純利益 
  

 331,934 331,934

  株主資本以外の   

  項目の中間会計 

  期間中の変動額 

  (純額) 

  

  ―

中間会計期間中の

変動額合計(千円) 
― ― ― ― ― △688 △270 ― 255,423 254,465

平成18年９月30日

残高(千円) 
1,036,000 494,124 259,000 30,000 30,000 1,703 824 7,760,000 910,466 8,991,993

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計

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) △75,651 10,192,001 994,652 994,652 11,186,654 

中間会計期間中の変動額   

 固定資産圧縮積立金の取崩（注） ― ― ― 

 特別償却準備金の取崩（注） ― ― ― 

 剰余金の配当（注） △60,469 ― △60,469 

 役員賞与（注） △17,000 ― △17,000 

 自己株式の取得 △3,902 △3,902 ― △3,902 

 自己株式の処分 185 185 ― 185 

 中間純利益 331,934 ― 331,934 

  株主資本以外の項目の中間会計 

  期間中の変動額(純額) 
― △123,569 △123,569 △123,569 

中間会計期間中の変動額合計(千円) △3,717 250,747 △123,569 △123,569 127,177 

平成18年９月30日残高(千円) △79,368 10,442,749 871,082 871,082 11,313,832 

（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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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ①子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ①子会社株式及び関連会社株式

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ①子会社株式及び関連会社株式

同左 

  ②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) 

  ②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) 

  ②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 

 (2) たな卸資産 

   総平均法による原価法 

 (2) たな卸資産 

同左 

 (2) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却方法 

 (1) 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 

10～50年 

    機械及び装置 

２～12年 

    工具・器具・備品 

２～15年 

２ 固定資産の減価償却方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

２ 固定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 

   定額法 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

同左 

３ 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 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額に基づく当中

間会計期間分を計上しておりま

す。 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額の当期負担額

を計上しております。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

――――― 

 (3) 役員賞与引当金 

     役員賞与の支出に備えて、当

  事業年度における支給見込額の

  当中間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

  益及び税引前中間純利益は、そ

  れぞれ10百万円減少しておりま

  す。 

 

――――― 

 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

   なお、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。 

 (4) 退職給付引当金 

同左 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当事業年度末におい

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、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。 

 (5) 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。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (5) 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、期末要支給額の100％

を計上しております。 

４ リース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を採用しており

ます。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

５ その他中間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 

同左 

５ その他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 

同左 
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 会計処理の変更 

 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 平

成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号）を適用しておりま

す。 

 これにより、税引前中間純利益

が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、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき当該各資産の金額から直

接控除しております。 

 

――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成

15年10月31日 企業会計基準適用

指針第６号）を適用しておりま

す。 

 これにより、税引前中間純利益

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、改正後の財務諸表等規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除し

ております。 

 

――――― 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「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11,313,832千
円であります。 
 中間財務諸表等規則の改正によ
り、当中間会計期間における中間
財務諸表は、改正後の中間財務諸
表等規則により作成しておりま
す。 

 

――――― 

 

 

 表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

 前中間会計期間において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「関係会社出資金」

(前中間会計期間513,300千円)については、資産総額の

100分の５超となったため、当中間会計期間より区分掲

記しております。 

 

――――― 
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(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      19,555,277千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      19,509,095千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額          19,716,971千円

 ２ 受取手形割引高 

70,528千円 

 ２ 受取手形割引高 

109,425千円

 ２ 受取手形割引高 

70,534千円

 ３ 保証債務 

   みづほ金属工業㈱ 

   (金融機関借入) 

150,000千円 

   蘇州中央可鍛有限公司 

   (金融機関借入) 

300,000千円 

 ３ 保証債務 

   みづほ金属工業㈱ 

   (金融機関借入) 

165,000千円

   蘇州中央可鍛有限公司 

   (金融機関借入) 

300,000千円

 ３ 保証債務 

   みづほ金属工業㈱ 

   (金融機関借入) 

150,000千円

   蘇州中央可鍛有限公司 

   (金融機関借入) 

300,000千円

※４ 消費税等の取扱い 

   「仮払消費税等」及び「仮受

消費税等」は相殺し、流動負債

に「未払消費税等」として表示

しております。 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

 

――――― 

 ５ 当座貸越契約 

   当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行４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 

1,650,000千円 

借入 
実行残高 

― 

差引 
未実行残高 

1,650,000 

 

 ５ 当座貸越契約 

   当社は、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

2,450,000千円

借入 
実行残高 

― 

差引 
未実行残高

2,450,000 

 

 ５ 当座貸越契約 

   当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行４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事

業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 

1,650,000千円

借入 
実行残高 

― 

差引 
未実行残高 

1,650,000 

 
  

――――― 

 

※６ 中間期末日満期手形 

   中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当中

間会計期間の末日は金融機関の

休日であったため、次の中間期

末日満期手形が中間期末残高に

含まれております。 

      受取手形    3,719千円  

        割引手形   17,371千円

 

――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 571,462千円

無形固定資産 4,512 
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 581,783千円

無形固定資産 4,826 
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,264,153千円

無形固定資産 9,036 
 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 2,605千円

受取配当金 36,979 
 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 5,903千円

受取配当金 87,365 
 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 8,813千円

受取配当金 44,157 
 

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 5,303千円

手形売却損 519 
 

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 5,311千円

手形売却損 771 
 

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 9,576千円

手形売却損 1,087 
 

――――― 
※４ 特別利益の主要項目 

    土地売却益  161,881千円
――――― 

※５ 特別損失の主要項目 

機械及び装置 
除却損 

27,396千円

減損損失 313,602 

  

※６ 減損損失 

 当中間会計期間において、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

(313,602千円)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 
 

※５ 特別損失の主要項目 

機械及び装置
除却損 

89,240千円

商品土地評価
損 

11,587 

  

 
――――― 

※５ 特別損失の主要項目 

機械及び装置 
除却損 

88,804千円

減損損失 313,602 

出資金精算損 4,499 

※６ 減損損失 

 当中間会計期間において、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(313,602千

円)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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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 282,645 6,588 520 288,713 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  6,588株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元株式の市場への処分による減少  520株 

 

(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。 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株

式で時価のあるものはありません。 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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平成１9年３月期　中間決算発表　参考資料

中央可鍛工業株式会社
（ｺｰﾄﾞ番号５６０７）

単 独 情 報

(１）中間期の業績推移 (百万円)

期     別 売　上　高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間純利益

平成１９年３月期中間 10,037 400 523 331
（対前期増減率） 6.8 % 41.3 % 46.0 % - %
〈売上高比率〉 - 4.0 % 5.3 % 3.3 %

平成１８年３月期中間 9,399 283 358 △ 110
平成１７年３月期中間 8,566 15 64 21
平成１６年３月期中間 7,746 278 319 150
平成１５年３月期中間 7,183 200 238 111

(２）通期の業績予想と業績推移 (百万円)

期     別 売　上　高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益

平成１９年３月期予想 20,300 830 1,000 550
（対前期増減率） 4.8 % 12.0 % 15.1 % 4.2 倍

〈売上高比率〉 - 4.1 % 4.9 % 2.7 %

平成１８年３月期 19,369 741 869 130

平成１７年３月期 17,750 142 242 176

平成１６年３月期 16,425 479 565 299

平成１５年３月期 14,900 463 529 226

(３)部門別売上高           (百万円)

平成1９年3月予想

自 動 車 部 品 17,400 16,627

産 業 用 機 械 部 品 2,100 1,885

鋼 製 家 具 800 857

計 20,300 19,369

(４)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 17,569 11,313 64.4 %

平成１８年３月期中間 16,966 10,607 62.5 %
増      減 603 706 1.9 %

平成18年3月期



（５）経常利益増減要因 (百万円)

(６)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 1,580 1,634 1,173

減 価 償 却 費 1,330 1,273 1,327

　　　増　益　要　因 　　　減　益　要　因

売上増加による利益増 156 価格改定 120

原価改善努力他 181 原材料等仕入価格 100

営業外収益 48

計 385 計 220

        差引　：　経常利益　１６５百万円　増益


