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１．平成18年9月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 7,932 △8.4 535 2.9 607 23.6

17年9月中間期 8,659 △5.1 520 △17.4 491 △11.3

18年3月期 18,178 821 806

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 375 37.4 13 38

17年9月中間期 273 △22.7 9 74

18年3月期 923 32 87

（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更  棚卸資産評価方法の変更

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表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 19,953 7,546 37.8 268 75

17年9月中間期 20,973 6,463 30.8 230 14

18年3月期 22,250 7,488 33.7 266 67

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 18年9月中間期 19,291株 17年9月中間期 16,451株 18年3月期 19,291株

２．平成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

百万円 百万円 百万円

通期 15,500 1,050 980

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　34円87銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

期末 年間

17年3月期 3.00 3.00

18年3月期（実績） 5.00 5.00

19年3月期（予想） 5.00 5.00

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります
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５．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   2,760,641   2,806,812   2,836,854  

２　受取手形   2,078,489   1,965,660   2,669,861  

３　売掛金   2,651,153   2,253,400   2,564,453  

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

５　たな卸資産   2,284,585   2,426,766   2,397,154  

６　繰延税金資産   160,499   168,490   186,713  

７　その他   90,301   204,571   436,187  

８　貸倒引当金   △5,405   △437   △5,660  

流動資産合計   10,420,260 49.7  10,125,157 50.7  12,385,507 55.7

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産
※１
※２

         

(1）建物   1,876,952   1,843,048   1,866,405  

(2）機械装置   979,686   832,179   791,990  

(3）土地   3,039,336   3,039,336   3,039,336  

(4）その他   269,884   276,059   171,409  

有形固定資産合計   6,165,860 29.4  5,990,624 30.0  5,869,142 26.4

２　無形固定資産   95,972 0.5  103,634 0.5  100,867 0.5

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２  2,898,906   2,715,972   3,308,399  

(2）繰延税金資産   361,073   107,730   －  

(3）その他   1,081,384   943,486   624,594  

(4）貸倒引当金   △49,993   △33,024   △37,564  

投資その他の資産
合計

  4,291,370 20.5  3,734,164 18.7  3,895,429 17.5

固定資産合計   10,553,203 50.3  9,828,423 49.3  9,865,439 44.3

資産合計   20,973,463 100.0  19,953,581 100.0  22,250,947 100.0
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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   2,360,417   2,708,875   2,840,840  

２　買掛金   2,452,115   1,217,892   2,489,232  

３　短期借入金 ※２  3,372,782   3,097,090   3,297,444  

４　賞与引当金   341,030   323,516   352,993  

５　未払法人税等   27,204   268,912   352,199  

６　その他 ※６  549,320   521,484   761,863  

流動負債合計   9,102,871 43.4  8,137,772 40.8  10,094,573 45.4

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２  2,075,329   1,123,299   1,528,897  

２　退職給付引当金   2,072,246   1,876,367   1,838,748  

３　役員退職引当金   129,000   141,535   140,249  

４　預り営業保証金   239,329   236,258   236,642  

５　繰延税金負債   －   －   31,960  

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   5,407,348 25.8  4,268,902 21.4  4,667,942 21.0

負債合計   14,510,219 69.2  12,406,675 62.2  14,762,515 66.3

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,875,000 8.9  － －  1,875,000 8.4

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金   468,750   －   468,750  

２　その他資本剰余金   982,645   －   982,645  

資本剰余金合計   1,451,395 6.9  － －  1,451,395 6.5

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金   36   －   36  

２　任意積立金   334,681   －   334,681  

３　中間（当期）未処
分利益

  608,619   － －  1,258,197  

利益剰余金合計   943,337 4.5  － －  1,592,916 7.2

Ⅳ　土地再評価差額金   1,337,165 6.4  － －  1,337,165 6.0

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

  859,536 4.1  － －  1,236,490 5.6

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

資本合計   6,463,243 30.8  － －  7,488,432 33.7

負債・資本合計   20,973,463 100.0  － －  22,250,947 100.0
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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  － － 1,875,000 9.4  － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 468,750 －  

(2）その他資本剰余
金

 － 982,645 －  

資本剰余金合計  － － 1,451,395 7.3  － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 36  －

(2）その他利益剰余
金

     

特別償却準備金  － 19,825 －  

別途積立金  － 800,000 －  

繰越利益剰余金  － 1,008,445 －  

利益剰余金合計  － － 1,828,306 9.2  － －

４　自己株式  － － △4,535 △0.0  － －

株主資本合計  － － 5,150,166 25.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評
価差額金

 － － 1,059,573 5.3  － －

２　土地再評価差額金  － － 1,337,165 6.7  － －

評価・換算差額等合
計

 － － 2,396,738 12.0  － －

純資産合計  － － 7,546,905 37.8  － －

負債純資産合計  － － 19,953,581 100.0  － －
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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   8,659,073 100.0  7,932,034 100.0  18,178,356 100.0

Ⅱ　売上原価   7,076,208 81.7  6,225,894 78.5  15,061,067 82.9

売上総利益   1,582,864 18.3  1,706,140 21.5  3,117,288 17.1

Ⅲ　販売費及び一般管理

費
  1,062,438 12.3  1,170,415 14.8  2,295,497 12.6

営業利益   520,426 6.0  535,725 6.8  821,791 4.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  86,967 1.0  156,721 2.0  196,181 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  116,020 1.3  85,322 1.1  211,094 1.2

経常利益   491,373 5.7  607,123 7.7  806,878 4.4

Ⅵ　特別利益 ※３  ― ―  36,150 0.5  805,131 4.4

Ⅶ　特別損失 ※４  2,580 0.0  14,250 0.2  32,429 0.2

税引前中間（当

期）純利益
  488,793 5.6  629,023 7.9  1,579,580 8.7

法人税、住民税及

び事業税
 15,193   256,752   340,884   

法人税等調整額  200,049 215,242 2.5 △3,523 253,229 3.2 315,566 656,451 3.6

中間（当期）純利

益
  273,550 3.2  375,794 4.7  923,128 5.1

前期繰越利益   335,069   ―   335,069  

中間（当期）未処

分利益
  608,619   ―   1,258,197  
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

利益準備金

その他利益剰余金
 

特別償却準
備金

 別途積立
金

繰越利益剰
余金

平成18年3月31日　残高

　　　　　　　　　（千円）
1,875,000 468,750 982,645 36 34,681 300,000 1,258,197 △4,535 4,914,776

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の積立（注）     2,162  △2,162  0

 特別償却準備金の取崩(注)     △11,664  11,664  0

特別償却準備金の取崩     △5,354  5,354   

別途積立金の積立（注）      500,000 △500,000  0

剰余金の配当（注）       △140,403  △140,403

中間純利益       375,794  375,794

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）
    △14,856 500,000 △249,752  235,390

平成18年9月30日　残高

　　　　　　　　　　（千円）
1,875,000 468,750 982,645 36 19,825 800,000 1,008,445 △4,535 5,150,166

評価・換算差額等

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

平成18年3月31日　残高

　　　　　　　　　（千円）
1,236,490 1,337,165 7,488,432

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の積立（注）   0

特別償却準備金の取崩（注）   0

特別償却準備金の取崩   0

別途積立金の積立（注）   0

剰余金の配当（注）   △140,403

中間純利益   375,794

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△176,917  △176,917

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　（千円）
△176,917  58,473

平成18年9月30日　残高

　　　　　　　　　（千円）
1,059,573 1,337,165 7,546,905

 （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ための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

 

(1）有価証券

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

 　　子会社及び関連会社株式

 　　 移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

 

 

 

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。)

 　 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。)

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

長野工場のツーリング及び富

津工場は売価還元法による原

価法。長野工場のプレス型は

個別法による原価法。

(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。

(2）たな卸資産

製品・仕掛品

長野工場のツーリング及び富

津工場は売価還元法による原

価法。長野工場のプレス型は

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

 商品・原材料・貯蔵品

 移動平均法による原価法

 

 商品・原材料・貯蔵品

 移動平均法による原価法

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

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。尚、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。

(1）有形固定資産

同左

(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

定額法を採用しております。

尚、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。ただし、

自社利用のソフトウェアについ

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　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。

(1）貸倒引当金

同左

(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、

当事業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、各期の

発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定年数(14

年)による定額法により、それ

ぞれ発生の翌事業年度より費用

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、

当事業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、各期の

発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定年数(13

年)による定額法により、それ

ぞれ発生の翌事業年度より費用

処理しております。

 （追加情報）

当中間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、

当事業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。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、各期の発生時の従業

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、それぞれ発生の翌事業年

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

役員退職慰労金の支払いに備え

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。

４　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が、借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５　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。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(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

特列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

６　その他中間財務諸表(財務

諸表)作成のための基本と

なる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

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）

 当中間会計期間から長野工場のツーリング及

び富津工場において製品・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、経常利益及び税引前中間純利

益が減少しております。

 

 （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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は7,546,905千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

 (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。

これによる損益に与える影響はありません。
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注記事項

（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
11,648,087千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額
9,054,989千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額
9,006,110千円

※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 1,456,895

一年以内
に返済予
定の長期
借入金

1,116,502

構築物 22,542
短期借入
金

930,000

機械装置 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

一年以内
に返済予
定の長期
借入金

22,000

建物 37,617
短期借入
金

60,000

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 1,059,340

一年以内
に返済予
定の長期
借入金

865,450

構築物 16,582
短期借入
金

930,000

機械装置 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

一年以内
に返済予
定の長期
借入金

19,000

建物 35,237
短期借入
金

60,000

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 1,040,658

一年以内
に返済予
定の長期
借入金

993,404

構築物 14,703
短期借入
金

930,000

機械装置  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

一年以内
に返済予
定の長期
借入金

25,000

建物 36,468
短期借入
金

 60,000

土地 165,256   

計 638,470 計 285,000

合計 4,144,967 合計 3,226,101

３　偶発債務
（金融機関借入並びに子会社の輸入取
引代金と延払国際貨物貿易契約に対す
る保証債務）

３　偶発債務
（金融機関借入等に対する保証債務）

３　偶発債務
（金融機関借入並びに子会社の輸入取
引代金と延払国際貨物契約に対する保
証債務）

クロダニューマ
ティクス㈱

 
800,000千円

クロダプレシジョ
ンインダストリー
ズ(M)

 
124,500

㈱ファインクロダ 57,000
永昇電子㈱  30,000
平湖黒田精工有限
公司

 
37,024

クロダインターナ
ショナル㈱

 
8,886

合計  1,057,410

クロダニューマ
ティクス㈱

 
14,274千円

クロダプレシジョ
ンインダストリー
ズ(M)

 
 93,333

㈱ファインクロダ 51,500
永昇電子㈱  5,353
平湖黒田精工有限
公司

 
27,188

クロダインターナ
ショナル㈱

 
11,337

合計  202,985

クロダニューマ
ティクス㈱

 
822,229千円

クロダプレシジョ
ンインダストリー
ズ(M)

 
 106,666

㈱ファインクロダ  54,000
永昇電子㈱   30,000
平湖黒田精工有限
公司

 
 32,106

クロダインターナ
ショナル㈱

 
 6,756

合計  1,051,758

４　受取手形割引高
989,753千円

４　受取手形割引高
499,726千円

４　受取手形割引高
425,574千円

 
 

　５　中間期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、当中間会計期間
末日が金融機関の休日であったため、
次の期未満期手形が残高に含まれてお
ります。
受取手形　　　　　　　149,225千円

 
 

※６　消費税等の取扱い
仮払消費税等及び預り消費税等は相殺
をし、その残高は流動負債のその他に
含めて表示しております。

※６　消費税等の取扱い
同左

―――──
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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　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 12,237千円

設備賃貸料 50,682千円

受取利息 5,371千円

設備賃貸料

ロイヤリティ

42,419

76,006

千円

千円

受取利息 24,386千円

設備賃貸料 101,399千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 71,637千円 支払利息 56,153千円 支払利息 134,345千円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

―――── 貸倒引当金戻入益 9,762千円

固定資産売却益 133千円

投資有価証券売却益  26,253千円

貸倒引当金戻入益 3,501千円

固定資産売却益 58,792千円

投資有価証券売却益  12,836千円

関係会社株式売却益 730,000千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

―――── 固定資産除却損 14,114千円

固定資産売却損 135千円

固定資産除却損 31,569千円

投資有価証券評価損 485千円

固定資産売却損 375千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 174,806千円

無形固定資産 1,073千円

合計 175,880千円

有形固定資産 157,835千円

無形固定資産 1,392千円

合計 159,227千円

有形固定資産 358,655千円

無形固定資産 2,393千円

合計 361,048千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 19,291 － － 19,291

合計 19,291 － － 19,291

 (リース取引）

 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）

（前中間会計期間末）（平成17年９月30日）

　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。

（当中間会計期間末）（平成18年９月30日）

　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。

（前事業年度末）（平成18年３月31日）

　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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（重要な後発事象）

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）

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。

 子会社との合併

 １　合併の目的

 当社は、平成18年10月27日開催の取

締役会において、平成19年3月1日

（予定）を合併期日として、当社

100％出資の連結子会社株式会社ファ

インクロダを吸収合併することを決

議いたしました。

 株式会社ファインクロダは平面研削

盤、特殊工作機械等の生産会社とし

て発展してまいりましたが、今般、

『クロダ』ブランド製品群の更なる

発展強化を図り、当社グループ総合

力向上を目指し、同社を当社に吸収

合併することといたしました。

２　合併の日程

① 合併契約書承認取締役会

平成18年10月27日

②合併契約書締結

平成18年10月27日

③合併契約書承認株主総会

黒田精工㈱

会社法第796条第3項の規定により

開催いたしません

 ㈱ファインクロダ

会社法第784条第1項の規定により

開催いたしません

④合併期日（効力発生日）

平成19年3月1日（予定）

３　合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式

で、株式会社ファインクロダは解散

いたします。 

４　合併比率 

当社は、株式会社ファインクロダの

全株式を所有しているので、新株の

発行及び資本金の増加はありません。

 ５　合併処理の概要

企業結合に係る会計基準上、「共通

支配下の取引」に該当します。なお、

「のれん」は発生いたしません。

 _____

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％

－ 42 －




