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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 12,335 (  18.2) 451 (  53.8) 513 (  43.9)

17年９月中間期 10,434 (  19.7) 293 ( 133.3) 356 (　77.6)

18年３月期 22,732 775 843

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 276 (  50.8) 49 43 ―  

17年９月中間期 183 ( 140.1) 32 78 ―  

18年３月期 441 74 62 ―  

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円
②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 5,585,555株 17年９月中間期 5,586,180株 18年３月期 5,586,157株
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(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 12,636 3,682 28.8 650 60

17年９月中間期 11,924 3,134 26.3 561 05

18年３月期 13,514 3,604 26.7 640 77

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 5,585,080株 17年９月中間期 5,586,180株 18年３月期 5,585,680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 485 △93 △175 2,285

17年９月中間期 △238 141 △174 2,214

18年３月期 △288 138 △290 2,070

(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 ９社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．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 23,300 910 480

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　85円94銭
※　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。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループが営んでいる主な事業内容と株式会社トミタ（以下「当社」という。）及び関係会社９社（連結

子会社）の当該事業における位置付けと事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

［機械・工具販売業］──── 会社数９社

工作機械　　　　当社が工作機械の仕入・販売を行っております。

制御機器　　　　当社が油圧機器、空圧機器の仕入・販売を行っているほか、海外でTOMITA U.S.A.,INC.　TOMITA 

U.K.,LTD.　TOMITA CANADA.,INC.　TOMITA ASIA CO.,LTD.　PT.TOMITA INDONESIA 及び広州富

田国際貿易有限公司が販売を行っております。

工具機器　　　　当社が切削工具、保持工具、ＮＣツーリングなどの仕入・販売を行っているほか、㈱ツールメー

ルクラブが通信販売を行っており、さらに海外でTOMITA U.S.A.,INC.　TOMITA U.K.,LTD.　

TOMITA CANADA.,INC.　TOMITA ASIA CO.,LTD.　PT.TOMITA INDONESIA 及び広州富田国際貿易有

限公司が販売を行っております。

メンテナンス　　海外でTOMITA ENGINEERING(THAILAND)CO.,LTD. が工作機械などの保守・整備を行っております。

［その他の事業］──── 会社数１社

サービス　　　　㈱トミタファミリーがビル管理業及び保険代理業を行っております。

なお、本項における事業内容区分と、事業の種類別セグメント情報における事業区分とは、同一であります。

上記の当社グループの状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。

 

㈱  ト  ミ  タ 
 

（仕入・販売） 

（当    社） （事業区分） （商品区分） （連結子会社） 

制  御  機  器 

機   

械   

・   

工   

具   

販   
売   

業 

TOMITA U.S.A.,INC.          (販売) 

TOMITA U.K.,LTD.            (販売) 

TOMITA CANADA.,INC.         (販売) 

TOMITA ASIA CO.,LTD.        (販売) 

工  具  機  器 

TOMITA U.S.A.,INC.          (販売) 

TOMITA U.K.,LTD.            (販売) 

㈱ツールメールクラブ        (販売) 

TOMITA CANADA.,INC.         (販売) 
 TOMITA ASIA CO.,LTD.        (販売) 

広州富田国際貿易有限公司    (販売) 

メンテナンス 
TOMITA ENGINEERING 
(THAILAND)CO.,LTD. 

(役務提供) 

サ  ー  ビ  ス 

そ
の
他
の
事
業 

㈱トミタファミリー      (役務提供) 

（注）          商品 

PT.TOMITA INDONESIA         (販売) 

広州富田国際貿易有限公司    (販売) 

PT.TOMITA INDONESIA         (販売) 
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２．経営方針

１．経営の基本方針

　当社は工作機械や機械工具類、その他周辺機器類などの生産財の販売を通じ、日本産業の繁栄、ひいては社会の繁

栄に貢献することを基本理念としており、ユーザーに必要なものを世界中から探し出し、それに付加価値を加え適正

価格、適正納期で提供すること、これによって適正利益を上げ、社員や株主に適正に還元することを経営の基本方針

としております。

２．利益配分に関する基本方針

　当社の配当政策としましては、将来の事業展開や企業体質強化のために必要な内部留保に配慮しつつ、配当性向を

勘案し、業績に見合った配当を継続することを基本方針としております。

　内部留保金につきましては、財務体質の強化やエンジニアリング付加価値型商品の開発ならびにグローバル戦略の

展開のため国内、海外の拠点展開を積極的に図るなど有効に活用してまいり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

　当社は、株式の活性化と投資家層の拡大を図ることを経営上の重要な課題として認識しておりますが、そのために

も先ず当社の収益力を高め、それを配当に還元することにより魅力ある投資対象とすることが最優先課題と認識して

おり、しかる後に投資単位引き下げが課題になってくるものと考えております。

４．目標とする経営指標

　売上高経常利益率３．５％の維持を経営指標目標とする。

５．中期的な経営戦略

　２００７年３月期は単体ベースで売上２１１億円、単独営業利益７億円を目指し、国内在庫を１億円以下、売掛金

については検収消し込みシステム完全実施による回収率１００％、借入金１０億円以下を目指します。

６．当社の対処すべき課題

(1）ユーザーのラインの前後工程又はラインの全てに対して、機械、アクセサリー、計測器搬送機、工具類等を提

供する。

(2）トミタは機械の立会、検収、メンテ、改造業務、及び自動組立等の専用機製造をトミタ独自及び独立技術者を

組織化又はエンジニアリング会社とタイアップして行い、他商社と差別化を図る。

(3）ハードターニング (研削工程レス）用のＣＮＣ旋盤、その工具類、及び省エネ対策用の各種機器を品揃えする。

(4）塑性加工分野は射出成型機と金型を含むその周辺を中心としてトミタの主力に育てる。

(5）ツールメールクラブの取引拡大及び新しい分野の通信販売を準備し、２００７年より営業をスタートさせる。

(6）自動車メーカー、その下請けへの商売の拡大を図る。

ａ）自動車関連会議を定期的に開催し、情報を共有化する。 

ｂ）モデルチェンジ毎に必要な、治具、 検具メーカーを地域毎に探しタイアップする。

(7）精密機械の有力グループをターゲットに商売の拡大を図る。

(8） 世界レベルでユーザーの近くにミニサテライト営業所を設立し頻繁な営業活動ができるようにする。

(9） 海外現地法人に対する総務、経理、システム間でのバックアップ体制の強化および営業ルールの世界的統一を

図る。

　２００７年には地震対策済みの新社屋も完成し５年後の１００周年を視野に入れて、よりよい安定的な会社にする

所存です。 

　また、社内や営業活動における品質管理を充実させるため、平成10年12月にＩＳＯ９００１を取得しましたが、近

年の地球環境保全への意識の高まりに対応し、ＩＳＯ１４０００の取得に着手することを決定しております。
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７．親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

８．内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。
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３．経営成績及び財政状態

１．当中間連結会計期間の経営成績

　当中間期における我が国経済は米国経済を起点とする海外経済の減速を受けて、今次拡大局面で３度目となる踊り

場を迎えようとしています。公的需要や外需が減少していますが、国内民間最終需要は着実な拡大が続いており、日

本経済は自律的回復軌道をたどると見込まれています。

　一方、世界経済は、米国経済が住宅事情の悪化やこれまでの金利上昇等の影響等を受けて減速するのに伴い、拡大

テンポを緩めると見られます。米国経済では住宅市場の悪化が進んでおり、住宅の販売、着工が共に減少傾向をたどっ

ています。今後を展望すると、住宅市場の悪化は、関連雇用の減少や、資産効果の縮小・剥落などを通じて、米国経

済全体に影響を及ぼしていくと考えられます。欧州経済は輸出等を起点とした回復の動きが設備投資や個人消費など

の内需に波及する形で、引続き内外需バランスのとれた回復の動きでありますが、年末にかけては、景気減速が見込

まれます。また、アジア経済は韓国・台湾でのＩＴの在庫調整が気になるところでありますが、中国では投資を中心

とした成長の可能性があり、アジア全体としては底堅い成長を維持すると思われます。

　この様なマクロ経済の状況の中で、工作機械業界の受注は本年９月には４８ヶ月連続して前年同月比プラスを記録

しております。内需は一服感がありますが、輸出は北米や欧州向けが牽引となり、好調です。通年で過去最高の更新

は確実な勢いです。

　このような景況の中において、当社グループはユーザーに役立つことをモットーに経営を行っています。国内にお

ける営業面では、設備機械の販売やそれに付随する工具類の販売活動を積極的に展開してまいりましたが、デジタル

家電などの精密機械業界及び自動車業界の好調さを受けてこれに関連する制御機器類や工具機器類にも活発な動きが

見られ、設備機械類と共に引合いが堅調に推移しました。他方海外においては、アメリカ、カナダ、タイにおいて日

系自動車メーカーの設備投資に積極姿勢が見られ、海外子会社全体では収益的にはほぼ計画どおりの数字を達成しま

した。

　この結果、当中間連結会計期間の業績は売上高１２３億３千５百万円（前年同期比１８．２％増）、経常利益５億

１千３百万円（同４３．９％増）、中間純利益２億７千６百万円（同５０．８％増）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　機械工具販売業におきましては、自動車業界や精密機械業界等で工具機器類や空圧機器類及び機械設備等で活発に

動いており、収益面でも好調な成果を出しました。この結果、売上高１２３億３千万円（同１８．２％増）、営業利

益４億５千３百万円（同５２．９％増）となりました。

　その他の事業におきましては、売上は低調のままですが、経費圧縮により利益は増加しました。売上高２千万円（同

４．７％増）、営業利益２百万円（同８７．５％増）となりました。

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

日本

国内は工作機械及び関連工具の動きが活発であり、その結果、売上高１１１億２千万円（同１５．８％増）営業

利益３億９千４百万円（同７８．２％増）となりました。 

北米

北米は、日系自動車メーカーが設備投資に積極的だったことの影響を受けましたが、アメリカ及びカナダともに

好調であり、北米として売上及び利益ともに増加という結果となりました。売上高１５億６千９百万円（同５３．

５％増）、営業利益５千７百万円（同９２．５％増）となりました。 

欧州

英国経済は強含みの展開ですが、日系自動車メーカーに対する大口受注がなく、売上は減少しましたが、利益は

増加しました。売上高６億５千２百万円（同２７．７％減）、営業利益２千７百万円（同２７.９％増）となりま

した。

アジア

当社グループが活動しているタイ国は自動車関連を中心として引合いも活発でありました。中国市場及びインド

ネシア市場は未だ先行投資的状況でありますが、中国市場は赤字幅は減少しており、アジア全体としては減益な

がら、利益を計上することができました。売上高３億６千９百万円（同６．１％増）、営業利益７百万円（同２

８.５％減）となりました。 
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２．財政状態

　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）は営業活動で収入が増加し、

投資活動と財務活動で支出が増加しました。その結果、前年同期に比し７千１百万円増加し、当中間連結会計期末に

は２２億８千５百万円となりました。

　当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による収入は４億８千５百万円となりました（前年同期は２億３千８百万円の支出）。これは主として

売上債権の減少や前渡金の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による支出は９千３百万円となりました（前年同期は１億４千１百万円の収入）。これは主として有形

固定資産の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による支出は１億７千５百万円となりました(前年同期は１億７千４百万円の支出）。これは主として借

入金縮小の方針に基づく長期借入金の返済によるもの及び配当金の支払等によるものであります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期
平成19年
３月期

中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 27.3 25.8 26.6 24.8 26.3 26.7 28.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
12.8 17.3 17.4 21.7 22.5 28.1 28.6

債務償還年数（年） 1.7 3.2 － 3.3 － － 1.1

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
28.2 13.6 － 13.9 － － 56.7

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※平成17年３月期(中間)、平成18年３月期(中間・期末）の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオ

については、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

３．通期の見通し

　今後の見通しと致しましては、我が国経済は踊り場的状況ではありますが、民間の設備投資意欲は強いものがあり

ますので、工作機械業界では引き続き堅調を見込んでおります。商品としては工作機械、制御機器、関連工具ととも

に射出機器にも注力して営業展開していきたく国内において底堅い展開を見込んでおります。

　当社といたしましては、今年が中期２ヶ年計画の初年度にあたり、５年後の会社創立１００周年を視野に入れて、

総合力を発揮すべく、２ヶ年計画で以下のことを実行いたす所存であります。

「経営理念」として

＊トミタはユーザー（工場）のニーズに合う高品質の商品、情報、サービスを世界中より探し、それに付加価値を加

え適正価格、適正納期で提供致します。

＊トミタは適正な利益を上げ、株主、社員に還元し、将来に備える準備をします。

「経営戦略・戦術」として

＊ユーザーのライン前後工程又はラインの全体に対して、機械、アクセサリー、計測器、輸送機、工具類等を提供す

る。
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＊トミタは立会、検収、メンテナンス、改造業務、及び自動組立等の専用機製造をトミタ独自及び独立技術者を組織

化又はエンジニアリング会社とタイアップして行い、他商社と差別化を図る。

＊ハードターニング（研削工程レス）用のＣＮＣ旋盤、その工具類、及び省エネ対策用の各種機器を品揃えする。

＊塑性加工分野は射出成形機と金型を含むその周辺を中心としてトミタの主力に育てる。

＊新しい分野の通信販売を準備し、２００７年より営業をスタートさせる。

＊世界レベルでユーザーの近くにミニサテライト営業所を設立し、頻繁な営業活動ができるようにする。       

　以上の諸施策を実施しながら、２００７年には地震対策済みの新社屋を完成させ、財務体質の強化にも注力をして、

営業、業務両面での体質向上、海外を含めた総合力の強化を実行する所存でございます。なお、通期業績予想は連結

売上２３３億円、連結経常利益９．１億円、連結当期純利益４．８億円を予定しております。 

４．事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり

ます。

　なお、文中における将来に関する事項は平成18年11月22日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）会社がとっている特異な経営方針

　当社グループは機械・工具類の専門商社でありますが、同業他社に比し、比較的多岐にわたる営業内容を有して

おります。取扱品目としては工作機械、鍛圧機械、制御機器、工具機器、その他の５分類の商品を取り扱っており

ますが、機械類と工具類の取扱比率はほぼ半々であり、同業者間では極めて少数派に属するものと思われます。ま

た販売形態としては、国内販売、輸出などに展開しており、販売方法も直需販売と卸販売の両方式で行っておりま

す。また、まだシェアは低いですが機械の周辺機器類の通信販売も行っており、着実に増加傾向を示しております。

　以上の様に多岐にわたる営業活動は専門商社としてはごく少数派に属すると考えられますが、この営業形態の中

でのリスクは工作機械の取扱比率が高いこと、ユーザー層が機械業界に多いことと考えております。当社グループ

の業績が景気変動の影響を受けやすいのもこの点にあると認識しており、従って工具類のリピート品のシェアアッ

プ、自動車業界、電機業界、精密業界でのユーザー開拓や、また射出成型機業界の開拓に着手しようとしているの

も当社グループの構造を改革する流れの一環であります。また海外への積極展開はリピート品のシェアアップやユー

ザー層の片寄りを穏和することにもつながるものと考えております。しかしながら、上記の施策が順調に推移しな

い場合には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

(2）業界の傾向について

　工作機械業界は景気の好・不況によって比較的上下に大きく振れる傾向がありますが、業界の動向に大きく左右

されない体制を構築するため、ユーザー・商品・販売方法のすべてにわたってスクラップ＆ビルドをしていくこと

を中期的戦略としております。その一環として射出成型機業界の開拓やプレミアムマシンの開発、輸出・輸入の貿

易ビジネスのシェアアップなどを着実に実行していくことが重要と考えておりますが、これらの施策が順調に実行

されない場合には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

(3）為替リスクについて

　当社グループは、主として米国、欧州等の企業と取引があり、連結売上高に占める海外売上高の割合は平成18年

９月期において22.9％となっております。従って、決算上は外貨建ての資産・負債、収益・費用を円貨に換算する

割合が大きいため、為替相場の変動が連結決算における円貨換算額に影響を与える可能性があります。現状、この

為替リスクをヘッジする手段として、為替予約、通貨オプション、通貨スワップを利用しております。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※１ 2,354,592 2,430,806 2,210,165

２．受取手形及び売掛金 ※２ 5,716,778 6,435,306 7,198,726

３．たな卸資産 324,934 255,470 265,704

４．前渡金 256,293 176,260 259,889

５．繰延税金資産 79,508 88,108 98,136

６．その他 156,594 94,041 149,410

貸倒引当金 △12,852 △15,396 △12,485

流動資産合計 8,875,848 74.4 9,464,597 74.9 10,169,545 75.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※１ 515,457 502,777 502,743

減価償却累計額 339,394 176,063 329,329 173,448 324,133 178,609

(2）土地 ※１ 724,815 724,815 724,815

(3）その他 198,585 295,759 186,795

減価償却累計額 166,273 32,312 158,646 137,112 149,944 36,850

有形固定資産合計 933,192 7.8 1,035,377 8.2 940,276 7.0

２．無形固定資産 7,164 0.1 6,826 0.1 6,999 0.0

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※１ 1,054,575 1,071,141 1,339,245

(2）投資土地 ※１ 830,074 830,074 830,074

(3）その他 ※１ 313,816 316,737 316,702

貸倒引当金 △91,372 △89,728 △89,500

投資その他の資産
合計

2,107,095 17.7 2,128,226 16.8 2,396,522 17.7

固定資産合計 3,047,452 25.6 3,170,429 25.1 3,343,798 24.7

Ⅲ　繰延資産

１．創立費 1,311 1,008 1,230

繰延資産合計 1,311 0.0 1,008 0.0 1,230 0.0

資産合計 11,924,612 100.0 12,636,035 100.0 13,514,574 100.0

－ 8 －



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 ※1,2 5,694,508 6,268,683 6,782,382

２．短期借入金 ※１ 1,206,392 965,244 1,064,696

３．未払法人税等 168,728 218,437 320,342

４．賞与引当金 116,896 134,016 136,167

５．役員賞与引当金 － 12,500 －

６．その他 608,887 362,728 454,565

流動負債合計 7,795,412 65.4 7,961,609 63.0 8,758,154 64.8

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 102,876 109,620 129,148

２．再評価に係る繰延税
金負債

410,042 410,042 410,042

３．役員退職給与引当金 156,401 171,165 162,453

４．繰延税金負債 145,960 148,138 258,593

５．その他 155,577 152,698 152,740

固定負債合計 970,858 8.1 991,665 7.9 1,112,978 8.2

負債合計 8,766,270 73.5 8,953,274 70.9 9,871,132 73.0

（少数株主持分）

少数株主持分 24,196 0.2 － － 39,317 0.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 397,500 3.3 － － 397,500 2.9

Ⅱ　資本剰余金 280,300 2.4 － － 280,300 2.1

Ⅲ　利益剰余金 1,941,787 16.3 － － 2,200,520 16.3

Ⅳ　土地再評価差額金 343,955 2.9 － － 343,955 2.5

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

316,405 2.7 － － 482,800 3.6

Ⅵ　為替換算調整勘定 △31,376 △0.3 － － 13,798 0.1

Ⅶ　自己株式 △114,426 △1.0 － － △114,750 △0.8

資本合計 3,134,145 26.3 － － 3,604,124 26.7

負債、少数株主持分
及び資本合計

11,924,612 100.0 － － 13,514,574 100.0
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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  － － 397,500 3.1 － －

２．資本剰余金  － － 280,300 2.2 － －

３．利益剰余金  － － 2,395,780 19.0 － －

４．自己株式  － － △115,110 △0.9 － －

株主資本合計  － － 2,958,469 23.4 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価
差額金

 － － 321,161 2.5 － －

２．繰延ヘッジ損益  － － 17.837 0.1 － －

３．土地再評価差額金  － － 343,955 2.7 － －

４．為替換算調整勘定  － － △7,751 △0.0 － －

評価・換算差額等合
計

 － － 675,203 5.3 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 49,088 0.4 － －

純資産合計  － － 3,682,761 29.1 － －

負債純資産合計  － － 12,636,035 100.0 － －
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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 10,434,455 100.0 12,335,740 100.0 22,732,373 100.0

Ⅱ　売上原価 9,128,201 87.5 10,746,061 87.1 19,829,931 87.2

売上総利益 1,306,254 12.5 1,589,678 12.9 2,902,442 12.8

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

１．旅費交通費 67,582 75,180 136,954

２．貸倒引当金繰入額 － 2,918 －

３．給料手当 398,238 426,009 934,898

４．退職給付費用 8,740 9,131 17,411

５．役員退職給与引当
金繰入額

8,342 8,869 14,000

６．賞与引当金繰入額 116,896 134,016 136,167

 
７．役員賞与引当金繰

入額
－ 12,500 －

８．賃借料 37,302 44,305 80,199

９．減価償却費 12,278 12,565 25,647

10．その他 363,425 1,012,805 9.7 412,870 1,138,367 9.2 782,024 2,127,303 9.4

営業利益 293,448 2.8 451,311 3.7 775,139 3.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び受取
配当金

11,054 16,236 17,377

２．仕入割引 10,170 11,359 21,781

３．受取賃貸料 47,313 51,310 94,838

４．為替差益 24,196 25,748 3,236

５．その他 2,353 95,088 0.9 3,182 107,837 0.9 9,528 146,762 0.6

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 9,311 8,557 18,804

２．不動産賃貸費用 12,529 12,645 35,474

３．売上割引 9,599 8,868 22,737

４．債権売却損 －   7,492   －   

５.デリバティブ損失 －   6,876   －   

６．その他 182 31,622 0.3 1,141 45,583 0.4 1,430 78,446 0.3

経常利益 356,914 3.4 513,565 4.2 843,454 3.7

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 1,001 － 2,232

２．投資有価証券売却
益

14,730 － 14,730

３．固定資産売却益 ※１ 1,030 16,762 0.2 － － － 1,921 18,885 0.1
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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
（％）

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ － － － 15,360 15,360 0.2 3,848 3,848 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益

373,677 3.6 498,205 4.0 858,491 3.8

法人税、住民税及
び事業税

166,712 211,919 395,639

還付法人税等 △2,620 － －

法人税等調整額 17,704 181,797 1.7 1,461 213,380 1.7 △1,006 394,632 1.8

少数株主利益 8,788 0.1 8,708 0.1 22,034 0.1

中間（当期）純利
益

183,091 1.8 276,116 2.2 441,824 1.9
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 280,300 280,300

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

280,300 280,300

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 1,819,092 1,819,092

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 183,091 183,091 441,824 441,824

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 41,896 41,896

２．役員賞与 18,500 60,396 18,500 60,396

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

1,941,787 2,200,520
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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）
397,500 280,300 2,200,520 △114,750 2,763,570

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）　  　(注)   △55,856  △55,856

役員賞与（千円）　　　　　(注)   △25,000  △25,000

中間純利益（千円）   276,116  276,116

自己株式の取得（千円）    △360 △360

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）

（千円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 195,259 △360 194,899

平成18年９月30日　残高

（千円）
397,500 280,300 2,395,780 △115,110 2,958,469

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

繰延ヘッジ損
益

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）
482,800 － 343,955 13,798 840,554 39,317 3,643,441

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   　(注)       △55,856

役員賞与（千円）　　 　　(注)       △25,000

中間純利益（千円）       276,116

自己株式の取得（千円）       △360

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）

（千円）

△161,638 17,837 － △21,550 △165,351 9,770 △155,580

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△161,638 17,837 － △21,550 △165,351 9,770 39,319

平成18年９月30日　残高

（千円）
321,161 17,837 343,955 △7,751 675,203 49,088 3,682,761

 (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

税金等調整前中間
（当期）純利益

373,677 498,205 858,491

減価償却費 12,278 12,565 25,647

役員退職給与引当金
の増減額

8,342 8,869 14,000

賞与引当金の増減額 14,049 △2,151 33,320

役員賞与引当金の増
減額

－ 12,500 －

貸倒引当金の増減額 △1,001 3,138 △3,239

受取利息及び受取配
当金

△11,054 △16,236 △17,377

支払利息 9,311 8,557 18,804

為替差益 △11,021 △17 △6,526

投資有価証券売却益 △14,730 － △14,730

固定資産除却損 － 15,360 3,848

売上債権の増減額 △205,794 769,360 △1,650,396

たな卸資産の増減額 △34,390 9,647 33,788

仕入債務の増減額 15,646 △535,123 1,078,093

前渡金の増減額 △216,833 82,288 △217,659

前受金の増減額 176,860 △77,442 19,771

預り金の増減額 △246,228 △1,962 △227,471

役員賞与の支払額 △18,500 △25,000 △18,500

その他 △48,716 28,546 △91,564

小計 △198,106 791,106 △161,700

利息及び配当金の受
取額

11,054 16,236 17,377

利息の支払額 △9,311 △8,557 △18,804

法人税等の支払額 △42,058 △313,742 △125,168

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△238,421 485,042 △288,295
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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

定期預金の純増減額 40,000 △5,000 40,000

有形固定資産の取得
による支出

△8,828 △108,026 △31,346

有形固定資産の売却
による収入

2,339 － 3,533

投資有価証券の取得
による支出

△4,208 △4,473 △8,279

投資有価証券の売却
による収入

75,277 － 75,277

貸付金の回収による
収入

2,584 713 4,643

その他 34,328 23,104 54,646

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

141,493 △93,682 138,474

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入れによる収
入

－ － 3,970

短期借入金の返済に
よる支出

－ △53,970 △100,000

長期借入れによる収
入

－ 50,000 100,000

長期借入金の返済に
よる支出

△132,994 △115,010 △252,388

自己株式の取得によ
る支出

－ △360 △324

配当金の支払額 △41,896 △55,856 △41,896

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△174,890 △175,197 △290,638

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

29,708 △521 53,922

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

△242,109 215,641 △386,536

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

2,456,701 2,070,165 2,456,701

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

2,214,592 2,285,806 2,070,165
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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 連結子会社数　　　９　社

主要な連結子会社名

TOMITA U.S.A.,INC.

TOMITA U.K.,LTD. 

TOMITA CANADA.,INC. 

TOMITA ASIA CO.,LTD. 

PT.TOMITA INDONESIA 

TOMITA ENGINEERING 

(THAILAND) CO.,LTD.

広州富田国際貿易有限公司 

株式会社ツールメールクラブ 

株式会社トミタファミリー

上記のうち、PT.TOMITA 

INDONESIAについては、当中間

連結会計期間において新たに設

立したため、連結の範囲に含め

ております。

連結子会社数　　　９　社

主要な連結子会社名

TOMITA U.S.A.,INC.

TOMITA U.K.,LTD. 

TOMITA CANADA.,INC. 

TOMITA ASIA CO.,LTD. 

PT.TOMITA INDONESIA 

TOMITA ENGINEERING 

(THAILAND) CO.,LTD.

広州富田国際貿易有限公司 

株式会社ツールメールクラブ 

株式会社トミタファミリー

 

連結子会社数　　　９　社

主要な連結子会社名

TOMITA U.S.A.,INC.

TOMITA U.K.,LTD.

TOMITA CANADA.,INC.

TOMITA ASIA CO.,LTD.

TOMITA ENGINEERING

 (THAILAND) CO.,LTD.

広州富田国際貿易有限公司

PT.TOMITA INDONESIA 

株式会社ツールメールクラブ

株式会社トミタファミリー

上記のうち、PT.TOMITA 

INDONESIAについては、当連結

会計年度において新たに設立し

たため連結の範囲に含めており

ます。

２．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社TOMITA U.S.A.,INC.、

TOMITA U.K.,LTD.、TOMITA 

CANADA.,INC.、TOMITA ASIA 

CO.,LTD.、PT.TOMITA INDONESIA、

TOMITA ENGINEERING 

(THAILAND) CO.,LTD.及び広州富田

国際貿易有限公司の中間決算日は、

6月30日であります。

中間連結財務諸表の作成に当たって

は、当該連結子会社については同中

間決算日現在の中間財務諸表を使用

しており、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

上必要な調整を行う方法によってお

ります。 

上記以外の連結子会社の中間決算日

は提出会社と同一であります。 

 同左

 

 

連結子会社TOMITA U.S.A.,INC.、

TOMITA U.K.,LTD.、TOMITA 

CANADA.,INC.、TOMITA ASIA 

CO.,LTD.、TOMITA ENGINEERING 

(THAILAND) CO.,LTD.、広州富田国

際貿易有限公司及びPT.TOMITA 

INDONESIAの決算日は、12月31日で

あります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、

当該連結子会社については同決算日

現在の財務諸表を使用しており、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

う方法によっております。 

上記以外の連結子会社の事業年度は

親会社と同一であります。
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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）

３．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

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定）

(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

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）

(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

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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(ロ）デリバティブ

時価法

(ロ）デリバティブ

同左

(ロ）デリバティブ

同左

(ハ）たな卸資産

主として移動平均法による原

価法

(ハ）たな卸資産

同左

(ハ）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

主として定率法

なお、耐用年数および残存価

額については、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。

(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

主として定率法

ただし、提出会社が平成10年

４月１日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く。)につ

いては、定額法を採用してお

ります。

なお、耐用年数及び残存価額

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。

(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）長期前払費用

定額法

なお、償却期間については、

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。

(ロ）　　─────

 

(ロ）長期前払費用

定額法

なお、償却期間については、

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。

(ハ）投資建物等

定率法

ただし、提出会社が平成10年

４月１日以降に取得した投資

建物（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。

なお、耐用年数および残存価

額については、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。

(ハ）投資建物等

定率法

なお、耐用年数及び残存価額

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。

(ハ）投資建物等

同左

(3）重要な繰延資産の処理方法

創立費

５年間で均等償却しておりま

す。

(3）重要な繰延資産の処理方法

創立費

同左

(3）重要な繰延資産の処理方法

創立費

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）

(4）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。

(4）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同左

(4）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

従業員賞与の支払いに備える

ため、支給見込額に基づき計

上しております。

(ロ）賞与引当金

同左

(ロ)賞与引当金

同左

(ハ）　　─────

 

(ハ）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、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

12,500千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)　　─────

 

(ニ）役員退職給与引当金

役員に対する退職慰労金の支

出に備えて、支給内規に基づ

く金額を役員退職給与引当金

として計上しております。

(ニ）役員退職給与引当金

同左

(ニ)役員退職給与引当金

同左

(5）重要な外貨建の資産又は負債の

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

および資本の部における為替換

算調整勘定に含めております。

(5）重要な外貨建の資産又は負債の

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おります。

(5）重要な外貨建の資産又は負債の

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、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

持分および資本の部における為

替換算調整勘定に含めておりま

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）

(6)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。

(6)重要なリース取引の処理方法

同左

(6)重要なリース取引の処理方法

同左

(7)重要なヘッジ会計の方法

(イ）ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採

用しております。なお、為替

予約、通貨オプション及び通

貨スワップについては、振当

処理の要件を満たしている場

合は振当処理を、金利スワッ

プについては特例処理の要件

を満たしている場合は特例処

理を採用しております。

(7)重要なヘッジ会計の方法

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

(7)重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段……

為替予約、通貨オプショ

ン、通貨スワップ

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段……

同左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段……

同左

ヘッジ対象……

外貨建売掛金

外貨建予定取引

ヘッジ対象……

同左

ヘッジ対象……

同左

ｂ．ヘッジ手段……

金利スワップ

ｂ．ヘッジ手段……

同左

ｂ．ヘッジ手段……

同左

ヘッジ対象……

借入金の利息

ヘッジ対象……

同左

ヘッジ対象……

同左

予定取引は、取引予定時期、

取引予定物件、取引予定量及

び取引予定価格等の主要な取

引条件が合理的に予測可能で

あり、かつ、それが実行され

る可能性が極めて高い取引に

ついて、ヘッジ対象として認

識しております。

同左 同左

(ハ）ヘッジ方針

主として為替変動リスク及び

金利変動リスクをヘッジして

おります。

(ハ）ヘッジ方針

同左

(ハ）ヘッジ方針

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）

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累

計を比較し、その変動額の比

率によって有効性を評価して

おります。

ただし、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。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(8)消費税等の会計処理の方法

税抜方式を採用しております。

(8)消費税等の会計処理の方法

同左

(8)消費税等の会計処理の方法

同左

４．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流

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から

なっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる事項の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準)　

当中間連結会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」(企業会計審議会　

平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第６号　平成15年10月31日)を適用してお

ります。

これによる損益に与える影響はありません。

─────

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る

会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」(企業会計審議会　平成

14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日)を適用しておりま

す。

これにより損益に与える影響はありません。

─────

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準)　

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日)を適用しておりま

す。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

3,615,835千円であります。

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。

─────

 

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) 

「売上割引」は、 前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間において、金額的

重要性が増したため、区分掲記しました。なお、前中間連結会計期間

の「売上割引」は1,798千円であります。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)

「前受金の増減額」及び「預り金の増減額」は、前中間連結会計期間

まで営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示し

ておりましたが、当中間連結会計期間において、金額的重要性が増し

たため、区分掲記しました。なお、前中間連結会計期間の「前受金の

増減額」は33,429千円、「預り金の増減額」は△4,028千円でありま

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．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

現金及び預金 5,000千円

建物及び構築物 113,225千円

土地 654,108千円

投資有価証券 113,820千円

投資土地 787,862千円

その他 58,993千円

(投資建物等) ( 58,993千円)

現金及び預金    5,000千円

投資有価証券     116,500千円

現金及び預金 5,000千円

投資有価証券 175,380千円

上記物件に対応する債務は次のとおり

であります。

上記物件に対応する債務は次のとおり

であります。

上記物件に対応する債務は次のとおり

であります。

支払手形及び買掛

金
731,313千円

短期借入金 1,000,000千円

長期借入金 200,732千円

支払手形及び買掛金 661,014千円 支払手形及び買掛金 496,193千円

（１年内返済予定長期借入金を含む）  

※２．　　　　───── ※２．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

処理については、当中間連結会計期間

の末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処理

しております。当中間連結会計期間末

日満期手形の金額は、次のとおりであ

ります。

受取手形 105,963千円

支払手形 1,058,271千円

※２．　　　　─────

（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．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※１．　　　　───── ※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

車輌運搬具 1,030千円 車輌運搬具 1,921千円

※２．　　　　───── ※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物 15,000千円

器具及び備品 360千円

合計 15,360千円

建物 2,991千円

車輌運搬具 102千円

器具及び備品 754千円

合計 3,848千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（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 6,158,000 － － 6,158,000

合計 6,158,000 － － 6,158,000

自己株式

普通株式　　   　　　 (注) 572,320 600 － 572,920

合計 572,320 600 － 572,920

 　　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加600株は、単元未満株式の買取による増加であります。

　　２．配当に関する事項 

　　　（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 55,856 10 平成18年３月31日 平成18年６月29日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,354,592千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△140,000千円

現金及び現金同等物の

中間期末残高
2,214,592千円

現金及び預金勘定 2,430,806千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△145,000千円

現金及び現金同等物の

中間期末残高
2,285,806千円

現金及び預金勘定 2,210,165千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△140,000千円

現金及び現金同等物の

期末残高
2,070,165千円
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①　リース取引

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）

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

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

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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固
定資産
その他

37,506 22,809 14,697

合計 37,506 22,809 14,697

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固
定資産
その他

13,583 3,698 9,885

合計 13,583 3,698 9,885

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

有形固
定資産
その他

33,502 21,718 11,784

合計 33,502 21,718 11,784

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,986千円

１年超 10,387千円

合計 15,374千円

１年内 1,800千円

１年超 8,587千円

合計 10,387千円

１年内 2,806千円

１年超 9,495千円

合計 12,301千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 3,278千円

減価償却費相当額 2,908千円

支払利息相当額 262千円

支払リース料 2,151千円

減価償却費相当額 1,898千円

支払利息相当額 237千円

支払リース料 6,623千円

減価償却費相当額 5,821千円

支払利息相当額 535千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については利息法によってお

ります。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 419,923 953,490 533,566

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 419,923 953,490 533,566

　（注）株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額

について減損処理を行うこととしております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 51,085

優先株式 50,000

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 428,469 970,056 541,587

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 428,469 970,056 541,587

　（注）株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額

について減損処理を行うこととしております。
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 51,085

優先株式 50,000

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 423,995 1,238,160 814,165

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 423,995 1,238,160 814,165

　（注）株式の減損にあたっては、連結会計年度末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理を行うこととしております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 51,085

優先株式 50,000
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

当中間連結会計期間に係るデリバティブ取引については、ヘッジ会計が適用されているため、開示の対象から

除いております。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等 (千円) 時価 (千円) 評価損益 (千円)

通貨 オプション取引 

 
　売建 

 　　コール

 

414,342

 

△8,781

 

△8,781

 
 　買建 

　　プット

 

207,171

 

1,905

 

1,905

合計 621,513 △6,876 △6,876

　（注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

２．ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

当連結会計年度に係るデリバティブ取引については、ヘッジ会計が適用されているため、開示の対象から除い

ております。
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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）

機械・工具販
売業

（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 10,428,851 5,603 10,434,455 － 10,434,455

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 13,795 13,795 (13,795) －

計 10,428,851 19,398 10,448,250 (13,795) 10,434,455

営業費用 10,132,127 18,143 10,150,270 (9,263) 10,141,006

営業利益 296,724 1,255 297,979 (4,531) 293,448

　（注）１．事業区分の方法

事業は市場及び販売方法の類似性によりセグメンテーションしております。

２．各区分に属する主要な商品及び役務

事業区分 主要な商品及び役務

機械・工具販売業 ＮＣ工作機械、専用工作機械、汎用工作機械、制御機器、工具機器、メンテナンス

その他の事業 ビル管理業、損害保険代理業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

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）

機械・工具販
売業

（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 12,330,329 5,411 12,335,740 － 12,335,740

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 14,893 14,893 (14,893) －

計 12,330,329 20,304 12,350,634 (14,893) 12,335,740

営業費用 11,876,563 17,951 11,894,514 (10,085) 11,884,429

営業利益 453,766 2,353 456,119 (4,807) 451,311

　（注）１．事業区分の方法

事業は市場及び販売方法の類似性によりセグメンテーションしております。

２．各区分に属する主要な商品及び役務

事業区分 主要な商品及び役務

機械・工具販売業 ＮＣ工作機械、専用工作機械、汎用工作機械、制御機器、工具機器、メンテナンス

その他の事業 ビル管理業、損害保険代理業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

４．会計方針の変更

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」３．(4)（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「機械・工具販売業」の営業費用は12,500千円増加し、

営業利益が同額減少しております。
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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）

機械・工具販
売業

（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 22,718,765 13,607 22,732,373 － 22,732,373

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 28,619 28,619 (28,619) －

計 22,718,765 42,227 22,760,992 (28,619) 22,732,373

営業費用 21,939,925 37,071 21,976,996 (19,762) 21,957,234

営業利益 778,840 5,155 783,995 (8,856) 775,139

　（注）１．事業区分の方法

事業は市場及び販売方法の類似性によりセグメンテーションしております。

２．各区分に属する主要な商品及び役務

事業区分 主要な商品及び役務

機械・工具販売業 ＮＣ工作機械、専用工作機械、汎用工作機械、制御機器、工具機器、メンテナンス

その他の事業 ビル管理業、損害保険代理業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

アジア
（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
8,172,231 1,020,555 893,919 347,748 10,434,455 －

10,434,45

5

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,428,987 1,554 8,679 333 1,439,554 (1,439,554) －

計 9,601,219 1,022,109 902,598 348,082 11,874,010 (1,439,554)
10,434,45

5

営業費用 9,380,040 992,349 881,082 337,038 11,590,510 (1,449,504)
10,141,00

6

営業利益 221,178 29,760 21,516 11,044 283,499 9,949 293,448

　（注）１．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はありません。

２．連結子会社の所在する国又は地域を、地理的近接度により区分しております。

３．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。

(1）北米…………………米国、カナダ

(2）欧州…………………英国

(3）アジア………………タイ、中国、インドネシア
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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）

日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

アジア
（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
9,752,176 1,567,792 648,121 367,650 12,335,740 －

12,335,74

0

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,367,903 1,557 4,251 1,835 1,375,547 (1,375,547) －

計 11,120,079 1,569,349 652,373 369,486 13,711,288 (1,375,547)
12,335,74

0

営業費用 10,725,918 1,512,069 624,853 361,585 13,224,427 (1,339,997)
11,884,42

9

営業利益 394,160 57,280 27,519 7,900 486,861 (35,549) 451,311

　（注）１．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はありません。

２．連結子会社の所在する国又は地域を、地理的近接度により区分しております。

３．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。

(1）北米…………………米国、カナダ

(2）欧州…………………英国

(3）アジア………………タイ、中国、インドネシア

４．会計方針の変更

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」３．(4)（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、「日本」の営業費用は12,500千円増加し、営業利益が

同額減少しております。

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）

日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

アジア
（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
18,151,361 2,238,039 1,473,981 868,991 22,732,373 － 22,732,373

(2）セグメント間の内部

売上高
2,685,310 3,544 14,296 1,465 2,704,616 (2,704,616) －

計 20,836,671 2,241,583 1,488,278 870,456 25,436,990 (2,704,616) 22,732,373

営業費用 20,247,600 2,175,790 1,452,131 847,989 24,723,512 (2,766,277) 21,957,234

営業利益 589,071 65,792 36,146 22,467 713,478 61,660 775,139

　（注）１．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はありません。

２．連結子会社の所在する国又は地域を、地理的近接度により区分しております。

３．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。

(1）北米…………………米国、カナダ

(2）欧州…………………英国

(3）アジア………………タイ、中国、インドネシア
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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）

北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 1,020,555 893,919 501,426 357 2,416,258

Ⅱ．連結売上高（千円） － － － － 10,434,455

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
9.8 8.6 4.8 0.0 23.2

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米…………米国、カナダ

(2）欧州…………英国、ドイツ、イタリア

(3）アジア………タイ、シンガポール、中国、インドネシア、インド、台湾

(4）その他………イスラエル

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

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）

北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 1,598,216 648,121 580,768 2,772 2,829,879

Ⅱ．連結売上高（千円） － － － － 12,335,740

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
13.0 5.3 4.7 0.0 22.9

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米…………米国、カナダ

(2）欧州…………英国

(3）アジア………タイ、シンガポール、中国、ベトナム、インドネシア、パキスタン、台湾

(4）その他………イスラエル

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

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）

北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 2,303,184 1,473,981 1,389,860 2,219 5,169,245

Ⅱ．連結売上高（千円） － － － － 22,732,373

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
10.1 6.5 6.1 0.0 22.7

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米…………米国、カナダ

(2）欧州…………英国、ドイツ、イタリア

(3）アジア………タイ、シンガポール、中国、ベトナム、インドネシア、インド、台湾

(4）その他………イスラエル、メキシコ

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。
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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 561円05銭

１株当たり中間純利益

金額
32円78銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額

１株当たり純資産額 650円60銭

１株当たり中間純利益

金額
49円43銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額

１株当たり純資産額  640円77銭

１株当たり当期純利益

金額
74円62銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

同左 同左

　（注）１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、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(千円) 183,091 276,116 441,824

普通株主に帰属しない金額

(千円)
－ － 25,000

(うち利益処分による役員賞与金) （－） （－） (25,000)

普通株式に係る中間(当期)純利益

(千円)
183,091 276,116 416,824

期中平均株式数(株) 5,586,180 5,585,555 5,586,157

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．仕入及び販売の状況
(1）仕入実績

　当中間連結会計期間の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
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）

前年同期比（％）

機械・工具販売業（千円） 10,735,126 117.1

その他の事業（千円） 701 89.5

合計（千円） 10,735,828 117.1

　（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
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）

前年同期比（％）

機械・工具販売業（千円） 12,330,329 118.2

その他の事業（千円） 5,411 96.6

合計（千円） 12,335,740 118.2

　（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．主な相手先別の販売実績は、連結売上高の10％を超える販売先がないため、記載を省略しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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