
 

平成１９年 ３月期   個別中間財務諸表の概要 平成１８年１１月２４日 

上 場 会 社 名  中日本鋳工株式会社 上場取引所    名 
コ ー ド 番 号  ６４３９ 本社所在都道府県 愛知県 
（ＵＲＬ http://www.nakachuko.co.jp） 
代 表 者   役職名 取締役社長    氏名  鳥居 祥雄 
問合せ先責任者   役職名 取締役総務部長  氏名  平岩 剛      ＴＥＬ (0563) 56－2121 
決算取締役会開催日 平成１８年１１月２４日 配当支払開始 日 平成 ―年 ―月 ―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                 （注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。 

 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   ％ 
２，０１８ （１２．６） 
１，７９１ （△４．５） 

百万円   ％ 
△１３４    （―） 
△７１    （―） 

百万円   ％ 
△１７６    （―） 
△５７    （―） 

18年３月期 ３，７８５        △８３        △６２        
 

 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   ％ 
△１７７    （―） 
△７２    （―） 

円   銭 
△９  ３４  
△３  ７９  

 

18年３月期 １９        ０  ９９   
(注)①期中平均株式数  18年９月中間期 19,035,763株  17年９月中間期 19,051,961株 18年３月期 19,048,899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 
６，２８６    
３，７１０    

百万円 
２，５８７    
２，６５７    

％ 
４１．２  
７１．６  

円   銭 
１３６ ００  
１３９ ５３  

18年３月期 ４，９５１    ２，８５２    ５７．６  １４９ ８１  

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 19,028,791株  17年９月中間期 19,048,826株 18年３月期 19,041,754株 
②期末自己株式数  18年９月中間期   81,209株  17年９月中間期   61,174株  18年３月期  68,246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 
３，８００    

百万円 
△ ３９５    

百万円 
８０５    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） ４２円 ２８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 ０．００ ０．００ ０．００ 

19年３月期(実績) ０．００ － 
19年３月期(予想) － ０．００ 

０．００ 

 
 （注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 
   実際の業績は、今後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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  個別中間財務諸表等 

  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           

現金及び預金   617,063   452,514   379,953  

受取手形 ※６  434,501   429,792   535,821  

売掛金   784,757   1,218,020   929,042  

たな卸資産   448,847   393,416   397,676  

その他   2,965   44,427   106,882  

貸倒引当金   △2,430   △2,910   △2,600  

流動資産合計   2,285,705 61.6  2,535,260 40.3  2,346,776 47.4 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 ※１          

建物 ※２  182,126   171,850   178,218  

機械及び装置   264,262   261,980   278,060  

土地 ※２  ―   505,401   505,401  

建設仮勘定   ―   1,597,388   500,457  

その他   161,069   99,378   90,945  

有形固定資産合計   607,457 16.4  2,635,999 41.9  1,553,083 31.4 

(2) 投資その他の資産           

投資有価証券 ※２  760,779   1,065,984   1,005,904  

その他   123,389   122,737   118,900  

貸倒引当金   △66,373   △73,007   △73,610  

投資その他の資産 
合計 

  817,795 22.0  1,115,714 17.8  1,051,194 21.2 

固定資産合計   1,425,253 38.4  3,751,713 59.7  2,604,278 52.6 

資産合計   3,710,959 100.0  6,286,974 100.0  4,951,054 100.0 
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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           

支払手形   410,670   642,430   394,120  

買掛金   232,548   276,421   227,876  

短期借入金 ※２  ―   900,000   ―  

１年内返済予定 
長期借入金 

※２  ―   41,580   13,860  

未払法人税等   4,650   4,393   6,866  

賞与引当金   18,788   25,215   24,730  

その他 
※２ 
※３  139,396   736,819   248,935  

流動負債合計   806,053 21.7  2,626,859 41.8  916,389 18.5 

Ⅱ 固定負債           

  長期借入金 ※２  ―   458,420   486,140  

長期未払金 ※２  ―   373,600   373,600  

繰延税金負債   130,564   155,373   232,109  

退職給付引当金   116,456   84,747   90,103  

固定負債合計   247,021 6.7  1,072,141 17.0  1,181,953 23.9 

負債合計   1,053,074 28.4  3,699,000 58.8  2,098,342 42.4 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   1,437,050 38.7  ― ―  1,437,050 29.0 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金   965,788 26.0  ― ―  965,788 19.5 

Ⅲ 利益剰余金           

 利益準備金   67,700   ―   67,700  

中間未処理損失   72,263   ―   ―  

当期未処分利益   ―   ―   19,000  

利益剰余金合計   △4,562 △0.1  ― ―  86,700 1.8 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   263,719 7.1  ― ―  368,358 7.4 

Ⅴ 自己株式   △4,110 △0.1  ― ―  △5,185 △0.1 

資本合計   2,657,884 71.6  ― ―  2,852,711 57.6 

負債資本合計   3,710,959 100.0  ― ―  4,951,054 100.0 
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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           

資本金   ― ―  1,437,050 22.9  ― ― 

資本剰余金           

(1) 資本準備金   ―   965,788   ―  

資本剰余金合計   ― ―  965,788 15.4  ― ― 

利益剰余金           

(1) 利益準備金   ―   67,700   ―  

(2) その他利益剰余金           

繰越利益剰余金   ―   △158,880   ―  

利益剰余金合計   ― ―  △91,180 △1.5  ― ― 

自己株式   ― ―  △6,981 △0.1  ― ― 

株主資本合計   ― ―  2,304,677 36.7  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券 
評価差額金 

  ―   283,296   ―  

評価・換算差額等 
合計   ― ―  283,296 4.5  ― ― 

純資産合計   ― ―  2,587,973 41.2  ― ― 

負債純資産合計   ― ―  6,286,974 100.0  ― ― 
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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   1,791,894 100.0  2,018,198 100.0  3,785,874 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  1,675,243 93.5  1,938,756 96.1  3,483,030 92.0 

売上総利益   116,651 6.5  79,441 3.9  302,843 8.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  187,729 10.5  214,051 10.6  386,098 10.2 

営業損失   71,078 △4.0  134,609 △6.7  83,254 △2.2 

Ⅳ 営業外収益           

受取利息  433   641   951   

受取配当金  6,830   7,437   11,022   

その他  6,063 13,327 0.8 5,617 13,696 0.7 11,563 23,537 0.6 

Ⅴ 営業外費用           

   支払利息  ―   7,520   2,056   

   支払手数料  ―   47,529   ―   

その他  213 213 0.0 61 55,111 2.7 239 2,296 0.0 

経常損失   57,964 △3.2  176,025 △8.7  62,013 △1.6 

Ⅵ 特別利益 ※２  53,860 3.0  26,611 1.3  165,370 4.4 

Ⅶ 特別損失 ※３  66,807 3.7  27,087 1.3  81,651 2.2 

税引前中間純損失   70,910 △3.9  176,501 △8.7  ― ― 

税引前当期純利益   ― ―  ― ―  21,706 0.6 

法人税、住民税 
及び事業税 

  1,352 0.1  1,379 0.1  2,706 0.1 

中間純損失   72,263 △4.0  177,880 △8.8  ― ― 

当期純利益   ― ―  ― ―  19,000 0.5 

中間未処理損失   72,263   ―   ―  

当期未処分利益   ―   ―   19,000  
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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 

繰越利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,437,050 965,788 67,700 19,000 △5,185 2,484,353 

中間会計期間中の変動額       

 中間純損失    △177,880  △177,880 

 自己株式の取得     △1,796 △1,796 

 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) 

   △177,880 △1,796 △179,676 

平成18年９月30日残高(千円) 1,437,050 965,788 67,700 △158,880 △6,981 2,304,677 

 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 368,358 2,852,711 

中間会計期間中の変動額   

 中間純損失  △177,880 

 自己株式の取得  △1,796 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△85,061 △85,061 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△85,061 △264,738 

平成18年９月30日残高(千円) 283,296 2,587,973 
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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 資産の評価基準及び評価方法 １ 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 

①子会社株式 ①子会社株式 ①子会社株式 

移動平均法に基づく原価法 同左 同左 
②その他有価証券 

時価のあるもの 
  中間会計期間末日の市場価格
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) 

②その他有価証券 

時価のあるもの 
中間会計期間末日の市場価格等

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) 

②その他有価証券 

時価のあるもの 
  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) 

時価のないもの 
  移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 
同左 

時価のないもの 
同左 

(2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

①製品，半製品 
 総平均法に基づく原価法 
②商品，原材料，貯蔵品 

 月次移動平均法に基づく原価法 

①製品，半製品 
同左 

②商品，原材料，貯蔵品 

同左 

①製品，半製品 
同左 

②商品，原材料，貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 
(1)有形固定資産 
  定率法によっております。 

  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。 

(1)有形固定資産 
同左 

(1)有形固定資産 
同左 
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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 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準 
(1)貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備えるため
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 
  従業員賞与の支出に備えるた
め，将来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を計上し
ております。 

(2)賞与引当金 
同左 

(2)賞与引当金 
  従業員賞与の支出に備えるた
め，将来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上しておりま
す。 

(3)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた
め，当中間会計期間末自己都合
要支給額による退職給付債務か

ら年金資産を控除した金額を計
上しております。 

(3)退職給付引当金 

同左 

(3)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた
め，期末自己都合要支給額によ
る退職給付債務から年金資産を

控除した金額を計上しておりま
す。 

４ リース取引の処理方法 ４ リース取引の処理方法 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 

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 

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 

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 

税抜方式によっております。 
同左 同左 
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会計処理の変更 
 

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) 

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」（「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
当中間会計期間から適用し

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」（「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
当事業年度から適用してお

ります。 
これによる損益に与える

影響はありません。 

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、2,587,973千円であり
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。 

 

――― 
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表示方法の変更 
 

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) 

 

中間貸借対照表  
―――― 

前中間会計期間において
固定資産の「その他」に含

めて表示しておりました
「土地」（前中間会計期間
38,395千円）「建設仮勘

定」（前中間会計期間
23,791千円）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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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

項目 
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 

4,422,941千円 4,411,129千円 4,435,049千円 

※２ 担保提供 ――――― こ の う ち 短 期 借 入 金

900,000千円、1年内返済予
定長期借入金41,580千円、
長期借入金458,420千円、

未払金46,700千円及び長期
未払金373,600千円の担保
として下記のとおり提供し

ております。 
建物 52,763千円 
土地 489,689 

投資有価証券 774,888 
 

このうち1年内返済予定長

期借入金13,860千円、長期
借入金486,140千円、未払
金46,700千円及び長期未払

金373,600千円の担保とし
て下記のとおり提供してお
ります。 

 
建物 178,218千円 
土地 505,401 
 

※３ 消費税等の取扱
い 

仮払消費税等及び仮受消費
税等は相殺のうえ，流動負

債の「その他」に含めて表
示しております。 

同左 ――――― 

 ４ 保証債務 下記会社の借入金に対し債

務の保証をしております。 
（株）旭メンテナンス工業 

     27,162千円 

下記会社の借入金に対し債

務の保証をしております。 
（株）旭メンテナンス工業 
       22,626千円 

下記会社の借入金に対し債

務の保証をしております。 
（株）旭メンテナンス工業 

     24,894千円 

 ５ 受取手形割引高 116,666千円   ――――― ――――― 
※６  ――――― 中間会計期間末日満期手形

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、次の中間会計期間末
日満期手形が、中間会計期

間末残高に含まれておりま
す。 
受取手形 75,019千円 

 

――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

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 減価償却実施額    
 有形固定資産 38,088千円 38,680千円 80,187千円 
※２ 特別利益の主要

項目 

   

 投資有価証券売
却益 

50,360千円 ――― 159,669千円 

※３ 特別損失の主要
項目 

   

 投資有価証券評

価損 

 

20,660千円 

 

――― 

 

12,372千円 
 貸倒引当金繰入

額 
 

36,400千円 
 

―――   
 

51,800千円 

 

 

 

 

(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） 

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） 68,246 12,963 ― 81,209 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 12,963株 

  

 

 

 

 

(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。 
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 (有価証券関係) 

   前中間会計期間末（平成17年9月30日） 

    子会社株式およ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） 

  子会社株式およ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） 

  子会社株式およ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) 

本社工場移転 
①取締役会決議日 

  平成17年11月25日 
②目的及び内容 
  現状の生産設備が需要の変化に

対応できなくなっており、現在の
市街地での設備更新では環境対応
しにくい状況にあることから本社

工場を移転することと致しまし
た。 

③所在地 

  愛知県西尾市港町６番６ 
④着工予定 
  平成17年12月 

⑤竣工予定 
  平成18年8月 
⑥投資総額 

  ２９億円 

 
――――― 

 当社は、平成17年11月25日の取締
役会において本社工場移転を決議し

ており、その一環として新工場設備
資金に充当するため、以下のとおり
本社工場跡地の譲渡契約を締結いた

しました。 
①取締役会決議日 

    平成18年4月20日 

②譲渡先 
    株式会社フィールコーポレ

ーション 

③譲渡契約締結日 
    平成18年4月20日 
④譲渡資産 

    土地（19,835.28㎡） 
⑤譲渡価額 

    1,740百万円 

⑥譲渡時期 
    平成19年3月31日 
なお、当該資産の譲渡に伴い、諸経

費控除約1,610百万円の固定資産売
却益を平成19年3月期に特別利益と
して計上する予定であります。 
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  部門別売上高明細表 
 

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) 
比較増減 

 

金額(千円) 構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 

自動車部品 594,602 32.9 662,286 32.5  67,683 

ポンプ部品 411,445 22.8 416,100 20.4  4,654 

油圧部品 250,898 13.9 429,818 21.1  178,919 

汎用エンジン部品 166,211 9.2 210,268 10.3  44,056 

電機部品 147,307 8.1 110,484 5.4  △36,822 

ミシン部品 56,026 3.1 21,186 1.1  △34,840 

その他 179,916 10.0 186,457 9.2  6,540 

合計 1,806,409 100.0 2,036,602 100.0  230,192 

（注）金額には、消費税等が含まれておりません。 
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平成19年3月期   中間決算発表 （参考資料） 
                                                                              平成18年11月24日 

                                                                             中日本鋳工株式会社 

                                                                            （コード番号 6439） 

 

１．中間期の連結業績推移                                                       （単位  百万円） 

期     別 平成18年9月期 平成17年9月期 平成16年9月期 平成15年9月期 平成14年9月期 

売    上    高 ２，０３６    １，８０６     １，８９２     ２，０７１      ２，０５２ 

営  業  利  益 △  １４１    △      ８２    △    １１９    △      ６５    △      ９０ 

経  常  利  益 △  １８０    △      ６８  △    １０４    △      ５２    △      ７２ 

当 期 純 利 益 △  １７７    △      ７２    △      ７０    △    ３０３    △    ２３８ 

 

２．通期の連結業績予想と実績推移                                              （単位  百万円） 

 平成19年3月期 平成18年3月期 平成17年3月期 平成16年3月期 平成15年3月期 

 （予想） （実績） （実績） （実績） （実績） 

売 上 高 ３，８５０      ３，８１７      ３，８０２      ４，１３３      ４，３４２ 

営 業 利 益 △  ３３０    △    １１０    △    ２７０    △    １９２    △    １５１ 

経 常 利 益 △  ４００    △     ８７    △    ２４５    △    １６９    △    １１６ 

当期純利益 ８００          １９    △    ２１１    △    ３２３    △    ４４４ 

 

３．通期（平成18年4月～平成19年3月）種類別連結売上予想        （単位  百万円） 

        中 間 期（実 績）         通   期（予 想） 
      項      目 

金       額  構 成 比（％） 金       額  構 成 比（％） 

自 動 車 部 品         662 32.5 1,100 28.6 

ポ ン プ 部 品         416 20.4 750 19.5 

油 圧 部 品         429 21.1 1,000 26.0 

汎用エンジン部品 210 10.3 450 11.7 

電 機 部 品         110 5.4 200 5.2 

ミ シ ン 部 品         21 1.1 40 1.0 

そ の 他         186 9.2 310 8.0 

合     計         2,036 100.0 3,850 100.0 

 

４．設備投資額 

    当中間期は、鋳物用型26百万円、新工場建設に伴う建物587百万円および電気炉設備370百万円等、総

額1,096百万円の設備投資を実施しました。 

    下期は、新工場建設に伴い機械設備を含め約600百万円の設備投資を予定しております。 

 

５．減価償却費 

    平成18年３月期（実        績）          ８６百万円 

    平成18年９月期（実        績）          ４１百万円 

    平成19年３月期（連結通期予想）         １６０百万円  

                                         以上 


