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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24日 

上場会社名      日本カタン株式会社                   上 場 取 引 所    ＪＱ 
コード番号        ５６１３                                   本社所在都道府県     大阪府 
(ＵＲＬ  http://www.nipponkatan.co.jp ) 
代  表  者     役職名   取 締 役 社 長    森 川   寛 
問合せ先責任者     役職名  取締役業務部長    園 木 和 男                ＴＥＬ (072) 840-1382 
決算取締役会開催日 平成18年11月24日 
親会社等の名称    住友商事株式会社（コード番号：8053)ほか1社   親会社等における当社の議決権所有比率  42.3％ 
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                                    （百万円未満切り捨て） 

 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 1,655 △2.4 175 34.5 193 42.4 

17年９月中間期 1,697 △39.5 130 △39.7 135 △37.3 

18年３月期 3,718 △35.0 389 △7.4 404 △5.1 

 

 
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 141 － 15 53 － － 

17年９月中間期 △200 － △21 63 － － 

18年３月期 952 212.2 102 36 － － 

（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  9,092,456株  17年９月中間期  9,259,390株  18年３月期  9,212,768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 
 
  (2) 連結財政状態                                       （百万円未満切り捨て） 

 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 5,777 4,762 82.4 525 15 

17年９月中間期 5,021 3,585 71.4 389 06 

18年３月期 7,551 4,711 62.4 516 06 

（注）期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期  9,069,088株  17年９月中間期  9,216,276株  18年３月期  9,111,676株 
 
  (3) 連結キャッシュ・フローの状況                               （百万円未満切り捨て） 

 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 

 キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高 

            百万円            百万円           百万円           百万円 

18年９月中間期 △658 △2,911 △181 383 

17年９月中間期 152 △29 △307 820 

18年３月期 502 3,103 △475 4,135 
 
  (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  ２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  
  
２．19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 3,500 400 310 

 （参考） １株当たり予想当期純利益（通期）   34 円 18 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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本
資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな
る可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、中間決算短信(連結)添付資料４ページをご参照下さい。 
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(添付資料) 

1.企業集団の状況 

   当社の企業集団は、当社及び子会社２社（日本ガルバ株式会社及び日可テクノ株式会社）で構成さ

れ、電力会社向けを中心とした電機用品及び産業機器等の製造販売を主な事業内容とし、更に電機関

連の技術に関する受託研究と各種業務サービスを行っております。 

   当社グループの事業に係る位置づけは、次のとおりであります。 

   当社は、上述の製品の製造販売及び業務サービスの提供を行っている得意先のうち、当社が関連会

社である住友商事株式会社及び同社子会社に対して電機用品を販売しております。 

   日本ガルバ株式会社へは、当社及び日可テクノ株式会社から電機用品及び産業機器関連商品のメッ

キ加工を委託しており、また、日可テクノ株式会社へは、当社から電機用品の製造及び加工、鋳鍛造

用型の製作、各種技術の提供を委託しております。 

   事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 得 意 先  
［ 住 友 商 事 ㈱ 及 び 同 社 子 会 社 を を 含 む ］  

当 社

日 可 テ ク ノ ㈱ 日 本 ガ ル バ ㈱  

電機用品の製造及び加工
鋳鍛造用型の製作 
技術及び業務サービス

（ 製品及び業務サービス）

（ メッキ加工）

 
   上記の子会社２社は、いずれも連結子会社であり、非連結子会社及び関連会社はありません。 

    

2.経営方針 

 (1) 会社の経営の基本方針 

   当社は、1918年の創立以来「より良い品質を、撓みない創造を」を理念として掲げ、電機用品、産

業機器などの分野で品質改良と新商品の開発に努めてまいりました。 

   このような理念の下、当社グループは、株主、投資家、取引先、地域社会及び従業員との関係を重

視し、こうした関係者の皆様に満足を提供すること、並びに「ものづくり」を通じて産業の発展と社

会に貢献していくこと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 

   株主への利益還元を 重要課題のひとつと考えており、企業の体質強化と将来の事業展開に備えた

内部留保の充実を勘案し、安定的な配当の継続を基本方針としています。 

   内部留保資金につきましては、今後積極的な事業拡大を図るために有効投資してまいります。 
 
 (3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

   当社は、株式の流動性の向上及び投資家層の拡大が資本対策上の課題でありますが、現在の株価水

準から、特に具体的施策及び方針等は未定であります。今後は、業績、株価水準等を勘案し、その費

用並びに効果を慎重に検討していく所存であります。 

 

 (4) 目標とする経営指標 

   売上高経常利益率を10%に設定し、安定的に向上させることを経営指標としております。具体的な方

策としては 

   ① 不良品・クレームの絶滅 

   ② 保有在庫月数の圧縮 

   ③ 調達コスト及び固定費率の引下げ 

   ④ 予算の達成 

  等によって株主への安定的な配当を継続したい方針としております。 
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 (5) 中長期的な会社の経営戦略 
   当社グループは、1918年の会社創設以来永年に亘り、幅広く各関係取引先にご愛顧をいただき「よ

り良い品質を、撓みない創造を」を理念に操業を続けてまいりましたが、主力の一つであった鋳物事
業を昨年に撤退いたしました。あらたな新工場および事務所を再配置し、これまでに培った技術を基
礎に、電力会社向けを中心とした電機用品の製造・販売に事業を集約することにより、今後は更に効
率的な経営を目指して事業を継続してまいります。 

 
(6) 会社の対処すべき課題 

当社グループは、事業の再構築計画から鋳物事業を撤退し、電力会社向けの電機用品の製造及び販

売の事業に集約し再出発いたしました。需要先である電力各社は、｢電気事業法｣の改正以降、コスト

の見直しによる設備投資抑制が継続していることや既設の改良・修繕工事等が縮小しており、この厳

しい環境は今後も継続するものと思われますが、ここ当面の間は、景気の回復基調等を背景に新設計

画等を含む設備投資の復活の兆候が窺えるものの高位安定的なものではないことから、今後について

は、企業体質をより強化し安定的な経営を確保できるよう維持することが重要であると考えておりま

す。 

グループとしては 
   ① 品質・技術力・供給体制等の改善により更に付加価値を高めること 
   ② 製品の特性を活かした研究開発 
   ③ 業務改善により需要家への迅速且つ効率的な対応 
   これらを目標に取組んで行く所存であります。 
    また、鋳物事業を廃業したことにより事業規模が縮小いたしました。今後の当社グループの発展の

ために保持する技術を駆使して、新規事業を検討することが今後の課題であると考えております。 
 
(7) 親会社等に関する事項 

  ① 親会社等の商号等 (平成 18 年９月 30 日現在) 

親会社等の議決 親会社等が発行する株券が  

親 会 社 等 の 商 号 属      性 権所有割合

（％） 
上場されている証券取引所等 

上場会社が他の会社の関連会社で
１ 住友商事株式会社 

ある場合における当該他の会社 
42.3 東 大 名 福 

上場会社が他の会社の関連会社で
２ 日立金属株式会社 

ある場合における当該他の会社 
27.1 東 大 

 
   
 ② 親会社等の影響の状況 

上場会社に与える影響が も大きいと認められる会

社の商号又は名称 
住友商事株式会社 

その理由 議決権比率 

 

   ③ 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

    電機用品製造においての独自の技術力、新商品の開発力の強みを保持しており、事業運営及び取

引において独立性を確保しております。 

当社の社外取締役１名及び社外監査役２名は、住友商事㈱の従業員であり、取締役及び監査役の

機能の強化のため、就任しております。 

 
  ④ 親会社等との取引に関する事項  

関係内容 

属性 
会社等
の名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等 

事業上の
関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

営業取引   
住友商
事㈱ 

東京都 
中央区 

219,278 総合商社 
（被所有）
直接42.3

兼務 
3人

転籍 
2人

当社製品
の販売 
 

電機用品
の販売 

18,242 売掛金 9,939
その他の
関係会社 

日立金
属㈱ 

東京都 
港区 

26,283 

特殊鋼 
磁性材料製
品等の製造
及び販売 

（被所有）
直接27.1

－ － － － － －

   電機用品の販売については、市場価格、総原価等を勘案して当社希望価格を提示し、必要に応じて

価格交渉した上、一般的取引と同様に決定しております。 
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(8) 内部管理体制の整備･運用状況 
適時開示規則に規定する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｣をご参照下さい。 
 
(9) その他、会社経営上の重要な事項 

該当する事項はありません。 
  

 

3.経営成績及び財政状態 

 (1) 当中間期の概況 

   当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰、金利引上げによる景気への影響が懸

念されたものの、好調な企業の業績を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善により個人消費も

緩やかながら増加の兆しを見せ、景気回復基調の拡大が持続しております。 

  このような経済環境の下、当社グループは、一昨年に計画を策定した事業の再構築の実施によって、

昨年に鋳物事業を撤退終了し、本年度よりあらたに電力会社向けの電機用品を中心とした事業に集約

した再出発の年となりました。 

  当社ｸﾞループを取巻く事業環境においては、電力自由化等の影響による電力需要の伸び悩みから、

電力会社の設備投資の抑制によって厳しい受注状況が継続してきましたが、原油の高騰や 近の国内

景気の回復による電力需要の増加を背景に、新設等を含む設備投資の復活の兆候が窺えてきておりま

す。このような環境の中で、当上半期の売上高は、鋳物事業の撤退に関連する売上高が３億５百万円

減少したものの、電機用品の売上高が１億６千３百万円増加したことにより 16 億５千５百万円と前年

同期に比べ 2.4％の減収に止まることができました。 

  セグメント別の売上高では、事業撤退した自動車部品を除いた電機用品の売上高は、主に既設の取

替需要を中心とした増加によって 11 億１千６百万円(対前年同期比 12.6％増)、産業機器の売上高は、

ほぼ横這いの４億８千２百万円(対前年同期比 5.0％減)、その他の売上高は、受託研究の売上の増加

が倍増したものの鋳物関連の精密機械製品の撤退が影響したことから５千６百万円 (対前年同期比

15.3％減)となりました。 

  損益面につきましては、新工場に関連する減価償却費等の固定費用が増加しましたが設計材料の改

良や人件費の減少及び諸費用の削減等によってコストダウンが図れたことから営業利益は１億７千５

百万円(対前年同期比 34.5％増)、経常利益は、１億９千３百万円(対前年同期比 42.4％増)と当初計画

を大きく上回ることができました。 

  特別損益においては、補償金収入、非上場有価証券評価損、ゴルフ会員権評価損等を計上しました

が、前年同期の鋳物事業撤退関連の特別損失に比べ大きく好転した結果、前年同期の中間純損失から

３億４千１百万円改善し、中間純利益は１億４千１百万円となりました。 

  なお、中間配当につきましては、１株につき 3.5 円を配当させていただきます。 

 

 (2) 通期の見通し 

  通期の経済見通しにつきましては、引続き国内経済は回復基調を辿るものと思われますが、原油価

格の高止まりやデフレ脱却の金利の上昇懸念、米国経済の減速感からの日本経済への影響も考えられ

先行きに慎重な見方も出てきております。 

  当社グループの通期の連結業績予想としましては、売上高 35 億円、経常利益４億円、当期純利益３

億１千万円を見込んでおります。 
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 (3) 財政状態 

  ①資産負債及び純資産の状況 

   当連結中間期末の貸借対照表は、前連結会計年度末に比べ大きく減少している主な要因は、工場再

配置のための工場・事務所の建設工事代金の決済の現預金の払出しによるものです。 

 

 1)当連結中間期末の総資産は、57 億７千７百万円と前連結会計年度末に比べて 23.5％、17 億７千４

百万円減少しました。 

    増加及び減少の主な内訳は次の通りです。 

    ・事務所及び工場の工事代金支払による現預金の減少       △ 1,761百万円 

    ・減価償却等による固定資産の減少                       △ 122 〃 

       ・消費税の還付金等による未収入金等の減少                 △ 81 〃 

・売上債権および棚卸資産の増加                     195 〃 

・投資有価証券の中間期末時価評価による減少            △ 54 〃 

    

 2)当連結中間期末の総負債は、10 億１千４百万円と前連結会計年度末に比べて 64.3％、18 億２千６

百万円減少しました。 

    減少の主な内訳は次の通りです。 

    ・建設代金等の支払による未払金等の減少           △ 1,238百万円 

        ・未払法人税等の減少                     △ 368 〃 

    ・長短借入金の返済                             △ 132 〃 

     

 3)この結果、当連結中間期末の純資産は、47 億６千２百万円と前連結会計年度末に比べて 1.1％、５

千１百万円増加しました。この増加は、配当金の支払及び自己株式の取得がありましたが、業績が

堅調であったことにより増加したものです。 

   なお、自己資本比率は、82.4%と前連結会計年度末から20.0％の上昇となりました。 

  

②キャッシュ・フロー 

 当連結中間期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、３億８千３百万円となり前

連結会計年度末に比べて、37億５千１百万円減少いたしました。各キャッシュ・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) 

   営業活動の結果減少した資金は、６億５千８百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間

純利益２億１千３百万円、減価償却費７千万円等による増加と、法人税等の支払４億１千４百万円、

土地整備費用代金等未払金の支払３億３千２百万円、たな卸資産の増加額１億１千４百万円、売上債

権の増加額８千万円等の減少によるものです。 

  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

   投資活動の結果減少した資金は29億１千１百万円となりました。これは主に、定期預金への預入れ

20億２千万円、建設工事代金等の支払９億３千３百万円等の減少によるものです。  

  (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

   財務活動の結果減少した資金は １億８千１百万円となりました。これは主に、長期及び短期借入金

の返済による減少１億３千２百万円、配当金の支払額３千１百万円、自己株式の買入１千６百万円等

の支出によるものであります。 

   通期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によ

るキャッシュ・フローを控除したフリーキャッシュ・フローは、当上半期は、工場建設代金及びその

関連費用の支払ならびに法人税の納付等から大幅に資金が減少しましたが、下半期は税金等調整前利

益が増加することから２～３億円程度改善されるものと予想されます。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、上半期と同じく配当金と自己株式の買入による支出等を見込

んでおります。 
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  なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標トレンドは下記の通りであります。 

 

 第120期 第121期 第122期 第120期 第121期 

 平成17年3月期中間 平成18年3月期中間 平成19年3月期中間 平成17年3月期 平成18年3月期 

自 己 資 本 比 率 61.2% 71.4% 82.4% 61.6% 62.4% 
時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率 43.7% 77.4% 71.5% 55.9% 56.6% 

債 務 償 還 年 数 1.5年 1.0年 －年 0.8年 0.4年 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 82.2  108.9  － 123.3  226.3  

＊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：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   2.株式時価総額は、期末株価終値×期末株式発行済総数により算出しております。 

      3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。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払っているすべ

ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支

払額を使用しております。 

 

(4)事業等のリスク 

   当社グループの事業等に関して、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。 

  (1) 電機事業について 

   需要先である電力各社は、｢電気事業法｣の改正以降、コストの見直しによる設備投資抑制策が継続

しており、特に当社グループの事業に関連する送電線設備関係についてはこの状況は更に続くものと

見込まれます。しかしながら、国内の景気回復基調による電力需要の増加等から、ここ当面の間につ

いては新設計画等を含む設備投資の復活の兆候が窺えますが、長期的に継続するものではないことか

ら先行きについては予断を許さない状況であるといえます。 

   今後、安定的な経営を確保できる企業体質を維持するためには、採算性を高めることをグループの

目標とし、品質・技術力を高めると共に研究開発による付加価値製品等に取り組み経営の効率化を

図ってまいりますが、特定業界(電力)への依存度が高いことから、電力各社の年度毎の「設備計画」

等によっては、業績の変動要因となり収益に影響を及ぼすことになります。 

 

 (2) 環境安全対策について  

   当社グループの事業経営において規制上の環境安全対策が必要なものは、｢ PCB(ポリ塩化ビフェニ

ル)廃棄物｣の処理があります。 

   現在保有している使用済みのコンデンサ・トランス類のPCBを約20トン保管しており、「ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する措置法」により平成28年7月までに処理が必要となってお

ります。大阪府では平成27年３月までにPCB廃棄物処理の終了を計画しており、当社グループとしては

平成20～21年度にかけて全量を処理する予定であります。この処理費用の総額は約238百万円で、すで

に前連結会計年度において「特別損失」として費用処理しておりますが、廃棄物の処理を行うまでの

保管が必要となります。保管状況については、毎年定期的に大阪府へ届出し適確に保存しております。 
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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   850,338 2,403,410   4,165,225

２．受取手形及び売掛金   789,123 688,467   607,955

３．たな卸資産   444,622 483,984   369,849

４．その他   70,187 71,190   156,268

貸倒引当金   △4,223 △3,074   △3,060

流動資産合計   2,150,048 42.8 3,643,979 63.1  5,296,238 70.1

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1    

(1）建物及び構築物  452,570 1,219,839  1,254,473 

(2）機械装置及び運搬具  104,410 139,133  152,506 

(3）土地  1,091,627 105,814  105,814 

(4）その他  81,980 1,730,588 61,094 1,525,882  59,055 1,571,850

２．無形固定資産   5,891 5,623   6,340

３．投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  395,996 382,865  455,586 

(2) 繰延税金資産  512,152 －  － 

(3）その他  257,244 252,671  252,646 

貸倒引当金  △30,689 1,134,703 △33,889 601,647  △30,689 677,542

固定資産合計   2,871,183 57.2 2,133,153 36.9  2,255,733 29.9

資産合計   5,021,232 100.0 5,777,133 100.0  7,551,972 100.0

     



－  － 
 

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   230,253 224,963   257,241

２．短期借入金   190,002 70,000   132,500

３．未払金   － －   1,206,277

４．未払法人税等   20,750 73,772   442,428

５．賞与引当金   34,500 33,670   34,138

６．役員賞与引当金   － 4,500   －

７．預り金   442,639 －   －

８．その他   109,702 92,254   147,480

流動負債合計   1,027,848 20.5 499,161 8.7  2,220,066 29.4

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金   120,000 20,000   90,000

２．退職給付引当金   262,920 222,211   237,507

３．役員退職慰労引当金   21,387 28,568   25,881

４．その他   3,375 244,591   267,378

固定負債合計   407,682 8.1 515,370 8.9  620,767 8.2

負債合計   1,435,530 28.6 1,014,531 17.6  2,840,834 37.6
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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
（％）

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   885,867 17.6 － －  885,867 11.7

Ⅱ 資本剰余金   820,142 16.3 － －  820,142 10.9

Ⅲ 利益剰余金   1,914,088 38.2 － －  3,034,180 40.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金   116,591 2.3 － －  170,282 2.3

Ⅴ 自己株式   △150,988 △3.0 － －  △199,336 △2.6

資本合計   3,585,701 71.4 － －  4,711,137 62.4

負債及び資本合計   5,021,232 100.0 － －  7,551,972 100.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 885,867 15.3 － －

２．資本剰余金   － － 820,152 14.2 － －

３．利益剰余金   － － 3,134,860 54.2 － －

４．自己株式   － － △216,260 △3.7 － －

株主資本合計   － － 4,624,619 80.0 － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

   その他有価証券評価差額
金 

  － － 137,982 2.4 － －

評価・換算差額等合計   － － 137,982 2.4 － －

純資産合計   － － 4,762,601 82.4 － －

負債純資産合計   － － 5,777,133 100.0 － －
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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   1,697,130 100.0 1,655,726 100.0  3,718,194 100.0

Ⅱ 売上原価   1,244,853 73.4 1,177,763 71.1  2,640,062 71.0

売上総利益   452,276 26.6 477,962 28.9  1,078,132 29.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  322,081 18.9 302,909 18.3  688,427 18.5

営業利益   130,195 7.7 175,053 10.6  389,704 10.5

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  124 3,158  489 

２．受取配当金  2,725 2,251  4,261 

３．賃貸収入  12,320 19,943  27,385 

４．作業屑売却益  954 4,161  2,887 

５．その他  1,403 17,527 1.0 3,471 32,985 2.0 3,171 38,194 1.0

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  1,423 1,028  2,275 

２．賃貸収入原価  9,381 11,790  18,374 

３．繰上返済費用  － 1,600  － 

４．その他  1,191 11,997 0.7 330 14,750 0.9 3,058 23,708 0.6

経常利益   135,726 8.0 193,288 11.7  404,191 10.9

Ⅵ 特別利益     

１．補償金収入  － 30,000  － 

２．投資有価証券売却益  111 －  111 

３．貸倒引当金戻入益  12 －
 
 

－ 

４．固定資産売却益  － －  2,758,533 

５．その他  － 123 0.0 － 30,000 1.8 42 2,758,686 74.2

Ⅶ 特別損失     

１．投資有価証券評価損  － 5,454  26,647 

２．会員権評価損  － 3,200  － 

３．固定資産除却損 ※3 316,628 480  581,168 

４．事業構造改革費用 ※2 209,610 －  221,310 

５．減損損失 ※4 148,391 －  148,391 

６．工場再配置費用  － －  470,075 

７．環境対策整備費用  － －  238,000 

８．その他  22,828 697,458 41.1 800 9,934 0.6 5,580 1,691,172 45.5

税金等調整前中間（当期）
純利益又は税金等調整前中
間純損失（△） 

  △561,608 △33.1 213,354 12.9  1,471,704 39.6

法人税、住民税及び事業税  14,977 47,302  441,289 

法人税等調整額  △376,299 △361,322 △21.3 24,830 72,133 4.4 78,351 519,641 14.0

中間（当期）純利益又は中
間純損失(△)  

  △200,286 △11.8 141,220 8.5  952,063 25.6
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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  820,142  820,142

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）残高  820,142  820,142

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  2,154,350  2,154,350

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．当期純利益  － － 952,063 952,063

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金  32,476 64,733 

２．役員賞与  7,500 7,500 

３．中間純損失  200,286 240,262 － 72,233

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高  1,914,088  3,034,180
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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） 

885,867 820,142 3,034,180 △199,336 4,540,855

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △31,890  △31,890

役員賞与  △8,650  △8,650

中間純利益  141,220  141,220

自己株式の取得  △16,924 △16,924

自己株式の処分  9  9

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） 

－ 9 100,679 △16,924 83,764

平成18年９月30日 残高 
           （千円） 

885,867 820,152 3,134,860 △216,260 4,624,619

      
 

評価・換算差額等 
 

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） 

170,282 170,282 4,711,137 

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △31,890 

役員賞与 △8,650 

中間純利益 141,220 

自己株式の取得 △16,924 

自己株式の処分 9 

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） 

△32,299 △32,299 △32,299 

中間連結会計期間中の変動額合計 
           （千円） 

△32,299 △32,299 51,464 

平成18年９月30日 残高 
           （千円） 

137,982 137,982 4,762,601 
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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）純利益又は

税金等調整前中間純損失(△) 
 △561,608 213,354 1,471,704 

減価償却費  43,279 70,379 104,378 

貸倒引当金の増加額  1,947 3,214 784 

退職給付引当金の減少額  △303,130 △15,296 △328,543 

役員退職慰労引当金の増加額  3,389 2,687 7,883 

賞与引当金の減少額  △10,800 △468 △11,161 

固定資産売却益  － － △2,758,533 

固定資産除却損  316,628 480 581,168 

減損損失  148,391 － 148,391 

工場再配置費用  － － 470,075 

受取利息及び受取配当金  △2,849 △5,409 △4,751 

支払利息  1,423 1,028 2,275 

投資有価証券売却益  △111 △40 △111 

投資有価証券評価損  － 5,454 26,647 

環境対策整備費用  － － 238,000 

会員権評価損  － 3,200 － 

売上債権の増減額（増加：△）  708,806 △80,512 889,974 

たな卸資産の増減額（増加：△）  228,844 △114,135 303,617 

仕入債務の減少額  △287,130 △32,277 △260,142 

役員賞与の支払額  △7,500 △8,650 △7,500 

未払金の減少額  － △332,383 － 

その他  △109,362 41,608 △207,959 

小計  170,218 △247,767 666,197 

利息及び配当金の受取額  2,878 3,761 4,607 

利息の支払額  △1,398 △911 △2,220 

法人税等の支払額  △19,471 △414,077 △31,886 

工場再配置による支出  － － △134,190 

営業活動によるキャッシュ・フロー  152,227 △658,995 502,506 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △20,000 △2,020,000 △50,000 

定期預金の払出による収入  20,000 30,000 50,000 

投資有価証券の取得による支出  △5,508 － △15,158 

投資有価証券の売却による収入  5,472 1,938 9,422 

投資有価証券の償還による収入  － 10,100 9,889 

有形固定資産の取得による支出  △50,658 △933,888 △305,993 

有形固定資産の売却による収入  17,873 － 3,383,986 

無形固定資産の取得による支出  － － △1,431 

貸付による支出  － △500 － 

貸付金の回収による収入  1,533 808 2,377 

その他  1,958 － 20,072 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △29,329 △2,911,542 3,103,163 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純減少額  △194,998 △10,000 △266,680 

長期借入金の返済による支出  △56,680 △122,500 △72,500 

自己株式の買入による支出  △23,354 △16,924 △71,701 

自己株式の売却による収入  － 9 － 

配当金の支払額  △32,269 △31,860 △64,306 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △307,301 △181,276 △475,188 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △184,404 △3,751,814 3,130,482 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,004,742 4,135,225 1,004,742 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※1 820,338 383,410 4,135,225 
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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 

 子会社はすべて連結しておりま

す。 

 当該連結子会社は、日本ガルバ㈱

及び日可テクノ㈱の２社でありま

す。 

同左 同左 

２．持分法の適用に関する

事項 

 非連結子会社及び関連会社はあり

ません。 

同左 同左 

３．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２社の中間決算日は８

月31日であります。中間連結財務諸

表の作成にあたっては同日現在の中

間財務諸表を使用し、中間連結決算

日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

同左  連結子会社２社の決算日は２月28

日であります。連結財務諸表の作成

にあたっては同日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 

４．会計処理基準に関する

事項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

 ①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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し

ております。） 

 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

しております。） 

 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し

ております。） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価

法 

同左 同左 

 ②たな卸資産 ②たな卸資産 ②たな卸資産 

  主として総平均法に基づく低価

法 

同左 同左 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

 有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 

  主として定率法 

 ただし、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、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 建物      10年～38年 

 機械装置       10年 

同左 同左 

 (ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

  金銭債権の取立不能に備えるた

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

を検討し、回収不能見込額を計上

しております。 

同左 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） 

 ②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金 

  従業員等に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額に基づき

計上しております。 

同左 同左 

 ③   ───── ③役員賞与引当金 ③   ───── 

   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4,500千円減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える

影響は軽微であります。 

 

 ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 ④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。 

同左  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

職給付債務の見込額に基づき計上

しております。 

 ⑤役員退職慰労引当金 ⑤役員退職慰労引当金 ⑤役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の支払

に備えるため、内規による当中間

連結会計期間末における要支給額

を計上しております。 

同左  役員に対する退職慰労金の支払

に備えるため、内規による当連結

会計年度末における要支給額を計

上しております。 

 (ニ)重要なリース取引の処理方法 (ニ)重要なリース取引の処理方法 (ニ)重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が、借主に

移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。 

同左 同左 

 (ホ)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

(ホ)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

(ホ)その他連結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 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キャ

ッシュ・フロー計算書）

における資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左  連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 
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 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

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。これにより経常

利益は4,939千円、税金等調整前中間

純損失は143,451千円それぞれ増加し

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。これにより経常利

益は9,878千円増加し、税金等調整前

当期純利益は138,512千円減少してお

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4,762,601千円であり

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。 

      ───── 
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 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） 

 

          ───── 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました投資

その他の資産の「繰延税金資産」及び流動負債の「預り

金」は、資産総額の100分の５以下となったため、投資そ

の他の資産の「その他」及び流動負債の「その他」に含

めて表示することに変更いたしました。 

 なお、当中間連結会計期間の投資その他の資産の「そ

の他」に含まれる「繰延税金資産」は14,048千円、流動

負債の「その他」に含まれる「預り金」は4,416千円であ

ります。 

 

          ───── 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の減少

額」は、前中間連結会計期間まで「その他」に含めて表

示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲

記しております。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「未払金の減少額」は54,206千円であります。 

 
 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 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,485,549千円 1,598,303千円 1,540,269千円

  ２ 裏書手形譲渡高  ２ 裏書手形譲渡高 

 123,499千円 86,514千円

  ３ 受取手形割引高 

 23,575千円
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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と金

額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金

額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金

額は次のとおりであります。 

 

荷造運賃 30,035千円

給料手当 97,661千円

減価償却費 8,644千円

賞与引当金繰入額 14,836千円

退職給付引当金繰入額 14,463千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,114千円

貸倒引当金繰入額 1,960千円
 

 

荷造運賃 25,988千円

給料手当 77,861千円

減価償却費 25,952千円

賞与引当金繰入額 10,512千円

退職給付引当金繰入額 9,422千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,947千円

役員賞与引当金繰入額 4,500千円

業務委託費 25,069千円
 

 

荷造運賃 65,435千円

給料手当 185,780千円

従業員賞与 16,144千円

減価償却費 29,706千円

賞与引当金繰入額 15,488千円

退職給付引当金繰入額 25,861千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,743千円

業務委託費 51,399千円
  

※２ 事業構造改革費用 ※２     ─────  ※２ 事業構造改革費用 

平成17年４月以降に実施した早期退職者

の割増退職金相当額 

 

 平成17年４月以降に実施した早期退職者

の割増退職金相当額 

※３ 固定資産除却損の内訳 ※３     ─────  ※３ 固定資産除却損の内訳 
 

建物及び構築物 107,505千円

機械装置及び運搬具 186,590千円

その他 22,532千円

計 316,628千円
  

  
建物及び構築物 338,759千円

機械装置及び運搬具 215,879千円

その他 26,528千円

計 581,168千円
  

※４ 減損損失 ※４     ─────  ※４ 減損損失 

（１）資産をグルーピングした方法 

   当社は、鋳物・電機事業の用に供してい

る本社工場の固定資産等を一つの資産グル

ープとし、鋳物・電機事業の用に供してい

ない賃貸不動産については物件ごとに一つ

の資産グループとしております。 

   なお、平成16年４月に鋳物事業からの撤

退を決定したことにより、鋳物事業の関連

製造設備は売却予定跡地とともに処分予定

資産として一つの資産グループとしており

ます。 

（２）減損損失に至った経緯 

   賃貸不動産につきましては、時価の著し

い下落のため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減少し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しました。 

（３）減損損失を認識した資産グループと減損

損失計上額の固定資産ごとの内訳 

場所 用途 種類 金額 

大阪府 

枚方市 

賃貸 

不動産 

建物・ 

構築物 
148,391千円 

※減損損失の内訳 

建物 146,988千円

構築物 1,402千円

計 148,391千円

（４）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額を採用し、

不動産鑑定士による鑑定評価額を基に算定

しております。 

 （１）資産をグルーピングした方法 

   当社グループは、鋳物・電機事業の用に

供している工場の固定資産等を一つの資産

グループとし、鋳物・電機事業の用に供し

ていない賃貸不動産については物件ごとに

一つの資産グループとしております。 

   なお、平成16年４月に鋳物事業からの撤

退を決定したことにより、鋳物事業の関連

製造設備は売却予定跡地とともに処分予定

資産として一つの資産グループとしており

ます。 

（２）減損損失に至った経緯 

   賃貸不動産につきましては、時価の著し

い下落のため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減少し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しました。 

（３）減損損失を認識した資産グループと減損

損失計上額の固定資産ごとの内訳 

場所 用途 種類 金額 

大阪府

枚方市

賃貸 

不動産 

建物・ 

構築物 
148,391千円

※減損損失の内訳 

建物 146,988千円

構築物 1,402千円

計 148,391千円

（４）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額を採用し、

不動産鑑定士による鑑定評価額を基に算定

しております。 

   

 ５ 中間連結会計期間に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当連結会計年度において

予定している利益処分による圧縮記帳積立

金及び特別償却準備金の取崩しを前提とし

て、当中間連結会計期間に係る金額を計算

しております。 

 ５ 中間連結会計期間に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当連結会計年度おいて予

定している圧縮記帳積立金及び特別償却準

備金の取崩しを前提として、当中間連結会

計期間に係る金額を計算しております。 

 ５   ───── 
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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 9,720,000 － － 9,720,000 

合計 9,720,000 － － 9,720,000 

自己株式     

普通株式（注） 608,324 42,664 76 650,912 

合計 608,324 42,664 76 650,912 

（注）１ 普通株式の自己株式の株式数の増加 42,664 株は、取締役会決議による取得 42,000 株及び単元

未満株式の買取請求に基づく 664 株であります。 

   ２ 普通株式の自己株式の株式数の減少 76 株は、単元未満株主の売渡請求に基づく処分であります。 

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

 ３．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 31,890 3.50 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24日 
取締役会 

普通株式 31,741 利益剰余金 3.50 平成18年９月30日 平成18年12月11日

 



 

－  － 
 

20

（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） 

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（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）
 
 （千円）

現金及び預金勘定 850,338

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

△30,000

現金及び現金同等物 820,338
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 2,403,410

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

△2,020,000

現金及び現金同等物 383,410
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 4,165,225

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

△30,000

現金及び現金同等物 4,135,225
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① リース取引関係 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
 

② 有価証券関係 

１．満期保有目的債券で時価のあるもの 

 該当はありません。 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
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） 

その他有価証券 
取得原価 
（千円） 

中間連結貸
借対照表計
上額(千円) 

差額 
（千円）

取得原価
（千円）

中間連結貸
借対照表計
上額(千円)

差額 
（千円）

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 126,542 323,629 197,087 134,295 366,966 232,671 136,192 422,626 286,433

② その他 20,250 19,767 △483 － － － 10,100 10,807 707

計 146,792 343,396 196,604 134,295 366,966 232,671 146,292 433,433 287,140

 

３．時価評価されていない主な有価証券 

 
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） 

 
その他有価証券 

中間連結貸借対照表計上額
（千円） 

中間連結貸借対照表計上額
（千円） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

非上場株式 52,600 15,899 22,153 

 

③ デリバティブ取引関係 

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）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） 

当社グループは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。 

 

④ ストック・オプション等関係 

該当事項はありません。 

 



 

－  － 
 

22

⑤ 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） 

 
電機用品 
（千円） 

自動車部品
（千円） 

産業機器 
（千円） 

その他 
（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 991,959 130,237 507,646 67,286 1,697,130 － 1,697,130

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － （   －） －

計 991,959 130,237 507,646 67,286 1,697,130 （   －） 1,697,130

営業費用 772,360 135,021 445,483 44,435 1,397,301 169,632 1,566,934

営業利益 219,598 △4,784 62,163 22,850 299,828 （ 169,632） 130,195

 

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） 

 
電機用品 
（千円） 

産業機器 
（千円） 

その他 
（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 1,116,606 482,150 56,969 1,655,726 － 1,655,726 

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － （   －） － 

計 1,116,606 482,150 56,969 1,655,726 （   －） 1,655,726 

営業費用 846,108 465,396 17,713 1,329,218 151,454 1,480,672 

営業利益 270,497 16,753 39,256 326,508 （ 151,454） 175,053 

 

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） 

 
電機用品 
（千円） 

自動車部品
（千円） 

産業機器 
（千円） 

その他 
（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 2,390,132 130,237 925,284 272,540 3,718,194 － 3,718,194

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － （   －） －

計 2,390,132 130,237 925,284 272,540 3,718,194 （   －） 3,718,194

営業費用 1,840,874 135,021 858,581 154,346 2,988,823 339,665 3,328,489

営業利益 549,257 △4,784 66,702 118,194 729,370 （ 339,665） 389,704

 （注）１．事業区分の方法 

      事業区分は、製品の種類別区分によっております。 

    ２．各区分に属する主要な製品 

 区分 主要製品 

 (1)電機用品  送変電線用架線金具及びがい子用金具、配電線用架線金具、発変電所用金具 

 (2)自動車部品  各種ミッション部品、駆動部品 

 (3)産業機器  管継手、バルブ類、産業用搬送装置、産業機器部品、建設用仮設材、溶融亜鉛鍍金加工 

 (4)その他  受託試験研究、各種精密機械加工 

 なお、自動車部品につきましては、前期に鋳物事業より撤退したことに伴い、取引が無く

なったことから、当中間連結会計期間においてセグメントより除外しております。 
    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、親会社本社の総務、経理

等管理部門に係る費用であります。 
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b．所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間（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）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がない

ため、該当事項はありません。 

 

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）、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）において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

⑥ 企業結合等関係 

該当事項はありません。 

 

（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 389.06円 

１株当たり中間純損失金額 21.63円 
  

 
１株当たり純資産額 525.15円

１株当たり中間純利益金額 15.53円
  

 
１株当たり純資産額 516.06円

１株当たり当期純利益金額 102.36円
  

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失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）純利益又は中間純損失
（△）（千円） 

△200,286 141,220 952,063 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 9,000 

 役員賞与金（千円） － － 9,000 

普通株式に係る中間（当期）純利益又
は中間純損失（△）（千円） 

△200,286 141,220 943,063 

期中平均株式数（株） 9,259,390 9,092,456 9,212,768 
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５．生産、受注及び販売の状況 
(1）生産実績 

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) 

事業の種類別セグメントの
名称 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

電機用品 1,033,055 67.0 1,051,381 65.2 2,384,479 68.9 

産業機器 401,623 26.1 503,509 31.2 796,255 23.0 

その他 106,375 6.9 57,367 3.6 282,266 8.1 

合計 1,541,054 100.0 1,612,258 100.0 3,463,000 100.0 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
(2）受注状況 

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) 事業の種類別セグメントの

名称 
受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

電機用品 1,284,495 761,345 1,490,170 878,444 2,426,202 504,880 

産業機器 408,175 132,030 353,310 53,445 1,007,965 182,285 

その他 70,998 16,858 118,027 74,960 273,296 13,903 

合計 1,763,669 910,234 1,961,508 1,006,850 3,707,465 701,068 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
(3）販売実績 

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) 

事業の種類別セグメントの
名称 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

電機用品 991,959 58.4 1,116,606 67.4 2,390,132 64.3 

自動車部品 130,237 7.7 － － 130,237 3.5 

産業機器 507,646 29.9 482,150 29.1 925,284 24.9 

その他 67,286 4.0 56,969 3.5 272,540 7.3 

合計 1,697,130 100.0 1,655,726 100.0 3,718,194 100.0 

 （注）１．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売

実績の総販売実績に対する割合は次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） 

 

相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 住友商事株式会社 312,202 18.4 18,242 1.1 

 関西電力株式会社 － － 294,675 17.8 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
 


