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平成19年３月期  中間決算短信（非連結） 平成18年11月29日

上場会社名 株式会社エイチアンドエフ 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 6163 本社所在都道府県 福井県 

（URL http://www.h-f.co.jp/）  

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 春山紀泰 

問合せ先責任者 役職名 取締役総務部長 氏名 高鳥 馨 ＴＥＬ（0776）73－1220 

決算取締役会開催日  平成18年11月７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100株）  

親会社等の名称 日立造船株式会社（コード番号：7004） 親会社等における当社の議決権所有比率 74.8％ 
 

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 （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 10,876 64.0 1,073 213.5 1,066 199.5

17年９月中間期 6,632 － 342 － 356 －

18年３月期 16,465 947 926 
 

 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 652 182.8 73 74 － 

17年９月中間期 230 － 26 07 － 

18年３月期 573 63 77 － 

（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 18年９月中間期 8,850,000株 17年９月中間期 8,850,000株 18年３月期 8,850,000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を示
しております。ただし、17年９月中間期より作成を行っているため、17年９月中間期の対前年中間期増減
率は記載しておりません。 

 

 

(2) 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 18,478 6,217 33.6 702.53 

17年９月中間期 14,913 5,319 35.7 601.10 

18年３月期 16,268 5,676 34.9 640.33 

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 8,850,000株 17年９月中間期 8,850,000株 18年３月期 8,850,000株 
   ②期末自己株式数  18年９月中間期        －株 17年９月中間期        －株 18年３月期        －株 
 

(3) 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 

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 2,600 △1,224 △88 4,080 

17年９月中間期 △156 △477 △265 1,372 

18年３月期 508 273 △265 2,792 
 

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 

 百万円 百万円 百万円

通 期 20,374 1,652 1,000 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 101円52銭 
（注）１株当たり予想当期純利益は、公募株式数を含めた予定期末発行済株式数9,850,000株により算出しており

ます。 
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 － 10.00 10.00 

19年３月期（実績） － － 

19年３月期（予想） － 15.00 
15.00 

（注）19年３月期末配当金（予想）の１株当たり配当金15円には、上場記念配当金５円を含んでおります。 
 

※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をもとにした仮定を前提としておりますので、実際の
業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
なお、業績予想に関する事項については、７ページをご参照ください。 



‐2‐ 

［添付資料］ 

 

１．企業集団の状況 

 

  当社は、日立造船株式会社の企業グループに属しております。また、当社グループは、当社及び子会社

５社で構成され、プレス機械、ＦＡシステム製品の製造・販売及びこれらの製品の修理・改造・点検・移

設等のアフターサービス工事を主な事業としております。 
品目の名称 主 要 製 品 名 

プレス機械 

機械プレス……ダブルアクションプレス、リンクモーションプレス、クラン

クレスプレス、クランクプレス、ナックルプレス、サーボプ

レス 

 

油圧プレス……複動油圧プレス、単動油圧プレス 

ＦＡシステム製品 

プレス周辺自動化装置……二次元・三次元トランスファ装置、ディスタック

フィーダ、コイルフィーダ、ローダ・アンローダ、ロボット

式搬送装置、パイラ、パレタイザ、レーザ溶接装置他 

 

電子制御機器…プレス生産管理システム、デジタル圧力設定器、ロードアナ

ライザ、オペレーティングモニタ、電子式ロータリカムスイ

ッチ、デジタル位置調整器、自動データ設定装置、保全支援

システム、パーティクルカウンタ他 

アフターサービス工事 修理、改造、点検、移設等 

 なお、子会社であるH&F Services(Thailand)Co.,Ltd.、HZF Services(Malaysia)Sdn.Bhd.、H&F EUROPE 

LIMITED及びHITACHI ZOSEN FUKUI U.S.A.,Inc.はアフターサービス工事を主な事業として営んでおります。 

 

(1) 事業系統図 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

得     意     先 

                     

   部品・サービス               

                     

（親会社）日立造船株式会社   製品         

         部品・サービス         

                     

                     

    （子会社） H&F Services(Thailand)Co.,Ltd.  製品 

 材料   H&F Holding(Thailand)Co.,Ltd.  部品・サービス 

     HZF Services(Malaysia)Sdn.Bhd.     

     H&F EUROPE LIMITED     

     HITACHI ZOSEN FUKUI U.S.A.,Inc.     

   部品                  

   サービス   製品・部品・サービス   部品・サービス     

                     

当           社 
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(2) 関係会社の状況 

  当中間会計期間において、以下の会社が新たに当社の関係会社となりました。 

名称 住所 資本金 
主要な事業の

内容 

議決権の所有

割合 

(％) 

関係内容 

（子会社）     

H&F EUROPE LIMITED 
Gloucester 

U.K. 

200

千英ポンド

プレス機械及び

附属装置の販

売・据付・修理

100.0 

当社製品の販売・据

付・修理を行ってい

る。 

役員の兼任１名 

（子会社）     

HITACHI ZOSEN 

FUKUI U.S.A.,Inc. 

Chicago 

U.S.A. 

100

千米ドル

プレス機械及び

附属装置の販

売・据付・修理

100.0 

当社製品の販売・据

付・修理を行ってい

る。 

役員の兼任２名 
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２．経営方針 

 

(1) 会社の経営の基本方針 

 当社は、顧客第一に徹して優れた商品を作り社会に貢献すること、創造性を発揮して技術開発と体

質改革に努め業界の一流をめざすこと、企業と社員の目標の融合をはかり、会社の繁栄を通じて社員

の幸福を築くことを経営理念としております。 

この経営理念のもと、プレス機械、各種自動化装置、制御システム、及びアフターサービス（点

検・移設・改造など）まで一貫した自社技術で開発・製作することで、 適な商品を提供し、顧客の

満足と信頼性を向上させるよう努めております。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

利益配分につきましては、財務体質の強化・充実を図り、長期にわたる強固な経営基盤の確保に努

め、これに基づく安定的な配当を実施することを基本方針としております。 

なお、内部留保資金につきましては、中長期的視野に基づいた研究開発や事業規模拡大のための投

融資等に充当したいと存じます。 

 

(3) 中長期的な経営戦略、対処すべき課題等 

 わが国経済は回復基調を維持し堅調に推移すると期待されますが、原材料価格の高騰、外注加工費

の値上がり、為替の不安定要因などを抱え、今後も厳しい状況は続くと予想されます。 
 当社といたしましては、このような状況のなかで、中期経営計画の基本方針として「全社の総合力

を結集して収益の向上を図る」を掲げ、次の諸施策に取り組んでいく所存であります。 

 

① 商品力・コスト競争力の強化 

計画的なコストダウンの推進により、全機種の黒字化を定着させる。 

 

② 柱商品となる新製品の開発 

ＦＡシステム製品の技術をベースに新商品を開発して第３の柱となる製品を早期に育成する。 

 

③ 戦略営業の展開 

客先設備計画情報の早期入手と、客先ニーズにマッチした提案をもとにした営業展開を徹底する。 

 

④ 補償費・不良費の大幅低減 

ＩＳＯ９００１とＴＰＭ（注）の品質保全活動との相乗効果を発揮して品質不良ゼロを目指す。 

（注）ＴＰＭ＝Ｔｏｔａｌ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔの頭文字を取ったもの

で、トップから第一線従業員にいたる全員参加による小集団活動を通じて各部門方針に沿っ

た成果を達成することを狙いとした活動。 

 

⑤ 高効率生産体制の確立 

大型工作機械の導入、中型工作機械の更新及び集約による高効率生産体制の確立を図る。 
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(4) 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 属性 
親会社等の議決権所有

割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場されてい

る証券取引所等 

日立造船株式会社 親会社 74.8 
株式会社東京証券取引所 市場第一部 

株式会社大阪証券取引所 市場第一部 

 

 ② 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 

  当社は親会社である日立造船株式会社を中心とする企業グループ（日立造船グループ）の機械・

プロセス機器部門に属し、プレス機械、ＦＡシステム製品の製造・販売及びこれらの製品の修理・

改造・点検・移設等のアフターサービス工事を担当しております。 

なお、親会社グループと当社グループとの間で競合関係にある事業はありません。 

人事面では、当社役員10名のうち、非常勤取締役１名は日立造船株式会社の役員が兼務し、非常

勤監査役２名は同社職員が兼務しておりますが、当社独自の経営判断を妨げるものでなく、独立性

が確保されていると認識しております。 

 

③ 親会社等との取引に関する事項 

重要な取引はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
 
(1) 経営成績 

  当中間会計期間におけるわが国経済は、原油や原材料価格の高騰等は続きましたが、輸出や設備投

資が好調に推移し、緩やかな景気拡大が続きました。 

  当社の主要顧客である自動車業界におきましては、国内消費の持ち直しと海外現地生産拡大等によ

り、自動車の生産・販売台数とも高水準に推移いたしました。 

当社の主力製品であるプレス機械も自動車各社の継続的な設備投資に支えられ、受注、売上とも好

調を維持し生産も高操業度で推移いたしました。しかしながら、材料価格の高騰、外注加工費の値上

がり等も進みました。 

  このような状況の中、当社は、中期経営計画の基本方針として「全社の総合力を結集して収益の向

上を図る」を掲げ“商品力・コスト競争力の強化”、“柱商品となる新製品の開発”、“戦略営業の

展開”などの諸施策に取り組んで参りました。 

  その結果、当中間会計期間の受注高は、プレス機械、ＦＡシステム製品、アフターサービス工事の

いずれについても好調に推移し、前事業年度における上期受注の割合が高かったため、全体としては

前年同期比15.0％減少（2,126百万円減）となったものの、12,007百万円と高水準を維持いたしまし

た。 

当中間会計期間の売上高につきましては、プレス機械、ＦＡシステム製品が前中間会計期間を上回

ることができ、全体としては前年同期比64.0％増加（4,244百万円増）し、10,876百万円となりまし

た。 

当中間会計期間末の受注残高は、前年同期比16.3％減少（3,549百万円減）し、18,221百万円とな

りました。 

  損益面につきましては、ＴＰＭパートⅢ活動（注）の強力な展開、全機種黒字化の定着、徹底した

経費削減などを全社一丸となって強力に推進しました結果、当中間会計期間の経常利益は前年同期比

199.5％増加（710百万円増）し、1,066百万円となり、中間純利益は前年同期比182.8％増加（421百

万円増）し、652百万円となりました。 

（注）ＴＰＭ＝Ｔｏｔａｌ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔの頭文字を取ったもので、

トップから第一線従業員にいたる全員参加による小集団活動を通じて各部門方針に沿った成果を

達成することを狙いとした活動。 

 

(2) 財政状態 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、定期預金の預入による

支出等の要因により一部相殺されたものの、たな卸資産が減少したこと及び中間純利益が増加したこ

と等により、前年同期比197.3％増加（2,708百万円増）し、当中間会計期間末には4,080百万円とな

りました。 

  当中間会計期間のキャッシュ・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） 

当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、2,600百万円（前年同期は156百万円の使

用）となりました。これは、主にたな卸資産が減少したこと及び中間純利益が増加したことによるも

のであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、1,224百万円（前年同期比156.7％増）と

なりました。これは、主に定期預金の預入による支出が増加したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は、88百万円（前年同期比66.7％減）となり

ました。これは、前中間会計期間において創立40周年記念配当金の支払があったことによるものであ

ります。 
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(3) 通期の見通し 

主要顧客である自動車業界の設備投資需要は引き続き堅調に推移するものと思われますが、材料価

格や外注費の値上がり、価格競争の激化等厳しい収益環境が続くことが予想されます。こうした中で、

当社は受注及び売上の拡大、価格競争力の強化などの諸施策に取り組んでいく所存であります。 

通期の業績見通しにつきましては、売上高20,374百万円、経常利益1,652百万円、当期純利益1,000

百万円を見込んでおります。 

上記の見通しは本資料の発表日現在において入手可能な情報をもとにした仮定を前提としておりま

すので、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

 

(4) 事業等のリスク 

   当社の事業において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項には、以下のよう

なものがあります。 
   なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応

に 大限の努力をいたす所存であります。また、本項における将来に関する事項は、本資料の発表日

現在において当社が判断したものであります。 
① 当社の事業内容について 

・主力製品への特化について 

当社の主力製品であるプレス機械は、主に自動車メーカーや一次、二次の部品メーカーにおいて

自動車関連製品のプレス加工用として使用されております。大型プレス機械は、自動車の外板パネ

ル（ドアー、ルーフ、ボンネットなど）を加工するプレス機械であります。また、中型プレス機械

は、自動車の足回り部品を加工するプレス機械であります。プレス機械の需要は今後とも増大して

いくものと考えられます。また、当社でも新製品、新技術の開発等を行い差別化を図っていく所存

であります。 

しかしながら、画期的な技術革新により、プレス機械を全く使用しない新加工技術が開発された

場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

・特定の販売先への依存について 

当社の主力製品であるプレス機械の大半が、自動車メーカーや一次、二次の部品メーカー向けで

あることから、自動車業界の動向が、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

・競合について 

当社の主力製品であるプレス機械は、自動車メーカーの海外進出の拡大につれて、今後国内・外

プレスメーカーとの競争が激化していくものと考えられます。現在は、技術面、品質面等の優位性

があると考えていますが、競合の激化による受注価格の下落傾向が長期化する場合には、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

・素材価格の高騰 

現在、鋼材・原油をはじめとして素材価格が上昇し、その二次製品の価格も上昇傾向にあります。

こうした価格上昇の影響を 小限にとどめるよう、鋭意取り組んでいますが、今後も価格上昇傾向

が続く場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

・製品の品質確保について 

当社は、ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１等の世界に認められている品質管理及び環境管理

基準に従って製品を製造しております。製品の品質確保には出来る限りの対応をしておりますが、

多額の補償工事費が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

・海外生産について 

海外での当社製品の生産については現在検討しておりませんが、これは、現時点では海外におい

て当社の技術水準を維持した製品の製造が難しいことによります。しかしながら、海外において当

社の技術水準以上のレベルで他社が安価な製品を生産することが可能になった場合、当社が海外で

生産していないことが、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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② 人材について 

当社は、業容の拡大とともに、近年、人材の確保に力を入れております。新卒者については、ほ

ぼ計画どおりの人材が採用出来ております。しかし、当社の全従業員の平均年齢が42.3歳の事実が

示すように高齢化の傾向にあります。定年退職者数も平成18年度９名（予定）、平成19年度16名

（予定）となっております。この問題に対応すべく、中途採用、再雇用制度などを行っております

が、優秀な人材が少なくなることが、当社の成長の制約要因になる等、当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

③ 海外需要及び為替レートの変動について 

当社は、日本国内のほか海外向けにも販売活動を行っており、売上高に占める海外売上高の割合

は、前々事業年度（平成16年度）は49.1％、前事業年度（平成17年度）は60.4％となっていること

から、各地域における景気変動が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、為替レートの変動によるリスクを極力回避する観点から円建決済を取引の主流としており

ます。しかしながら、円建決済を取引の主流とした場合であっても、為替レートの変動は現地通貨

での価格競争に影響を及ぼすことは否めなく、今のところ為替レート変動による影響は軽微であり

ますが、今後、海外市場への更なる営業展開による輸出の拡大に伴い、為替レートの変動が当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 自然災害、事故等のリスクについて 

  当社の生産拠点は、福井県（あわら市）にあり、当該地区において大地震、台風等の自然災害や

事故、火災等により、生産の停止、設備の損壊や電力供給の制限等の不測の事態が発生した場合に

は、当社の事業活動に支障が生ずる可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  なお、当社は、これらの場合に備えて、保険（地震保険、水害保険を除く）を付保しております

が、生じうる損害の全てを保険で賄えるという保証はありません。 

⑤ 退職給付債務について 

  当社の従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定されている前提条件や年金資

産の期待運用収益率に基づいて計算されております。割引率の低下や運用利回りの悪化は当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 製造物責任について 

  製造物責任による損害賠償に備えるＰＬ保険に加入しておりますが、同保険が賠償額を十分にカ

バーできるという保証はなく、製造物責任による多額の損害賠償が発生した場合には、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 環境管理について 

当社の事業は、比較的環境負荷の低い事業でありますが、そのような中においても、当社は企業

活動を通じて「環境ＩＳＯ１４００１規格」の要求事項を満足させる環境方針に従い、廃棄物排出

量の削減、エネルギーの合理化、公害防止対策等環境経営を積極的に進めております。しかしなが

ら、当社の想定範囲を超えた事象が発生した場合、対応費用の発生等の可能性があります。 

⑧ 親会社・グループ会社との関係について 

・当社の親会社・グループ会社内での位置付けについて 

当社の親会社は日立造船株式会社であり、平成18年９月30日現在、当社株式の74.8％を所有して

おります。当社は、プレス機械事業に携わっており、グループ内での競合は発生しないと考えてお

ります。 

・親会社との人的関係について 

当社の親会社である日立造船株式会社より、同社の取締役経営企画部長である小川泰雄（平成14

年６月就任）を非常勤取締役に、また、同社の経理部長である森方正之（平成18年６月就任）及び

同社監査室長の山崎和雄（平成17年６月就任）を非常勤監査役として受け入れております。 

・親会社が製作したプレス機械の補償工事 

平成11年６月に親会社である日立造船株式会社と締結した営業譲渡契約書及び同覚書の取り決め

に基づき、同社が製作したプレス機械の補償工事費用については同社にその費用を請求しておりま

す。 

当該補償工事は日立造船株式会社が費用を負担する期間である営業譲渡日以降10年以内には完了

する見込みですが、仮に10年経過後に当該補償工事が発生した場合は、ユーザー等との交渉によっ

ては当社の負担となり、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．生産、受注及び販売の状況 
 

(1) 生産実績 

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） 品目の名称 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

プレス機械 3,912,986 53.4 4,981,588 56.9 8,533,216 53.2

ＦＡシステム製品 1,953,249 26.6 2,358,119 27.0 4,817,797 30.0

アフターサービス工事 1,464,243 20.0 1,412,164 16.1 2,673,980 16.7

その他 920 0.0 1,876 0.0 14,121 0.1

合計 7,331,399 100.0 8,753,749 100.0 16,039,114 100.0

（注）１．金額は製造原価によっております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３．品目の「その他」の内訳は、仕掛品勘定を通して費用を集計した固定資産撤去費用（営業外費用）等の

発生高であり、当該発生高は他勘定振替により営業外費用へ振替えております。 

 

 

 

(2) 受注実績 

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） 品目の名称 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

プレス機械 8,378,019 59.3 6,235,148 51.9 10,082,180 52.3

ＦＡシステム製品 3,991,989 28.2 3,684,308 30.7 5,597,578 29.0

アフターサービス工事 1,763,778 12.5 2,088,288 17.4 3,606,588 18.7

合計 14,133,787 100.0 12,007,745 100.0 19,286,347 100.0

（注）１．金額は販売価格によっております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３．当中間会計期間末の受注残高は、次のとおりであります。 

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） 品目の名称 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

プレス機械 14,480,028 66.5 10,892,217 59.8 11,239,632 65.8

ＦＡシステム製品 5,911,582 27.2 5,102,170 28.0 4,369,200 25.5

アフターサービス工事 1,378,460 6.3 2,226,647 12.2 1,481,194 8.7

合計 21,770,071 100.0 18,221,034 100.0 17,090,027 100.0
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(3) 販売実績 

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） 品目の名称 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

プレス機械 3,828,802 57.7 6,582,563 60.5 8,773,359 53.3

ＦＡシステム製品 1,252,346 18.9 2,951,338 27.1 4,400,317 26.7

アフターサービス工事 1,551,309 23.4 1,342,835 12.4 3,291,385 20.0

合計 6,632,459 100.0 10,876,738 100.0 16,465,062 100.0

（注）１． 近２中間会計期間の主要な輸出先、輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。なお、輸出販売

高については、 終需要家ベースの数値を記載しております。 
（ ）内は総販売実績に対する輸出高の割合であります。 

 
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） 

 

輸出先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 アジア 1,562,816 46.1 4,660,855 78.9 

 北米 466,774 13.8 882,682 14.9 

 豪州 1,083,170 31.9 11,631 0.2 

 その他 276,836 8.2 353,316 6.0 

 合計 
3,389,597 

(51.1％) 
100.0 

5,908,485 

(54.3％) 
100.0 

２． 近２中間会計期間の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） 

 

相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 双日株式会社 － － 2,841,495 26.1 

 双日マシナリー株式会社 － － 1,528,047 14.0 

 
聯成金属製造廠股份有限

公司 
1,285,241 19.4 － － 

 株式会社ヒロテック 1,103,795 16.6 － － 

 日野自動車株式会社 884,526 13.3 － － 

 
ホンダエンジニアリング

株式会社 
729,180 11.0 － － 

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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５．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） 
対前中間期比 

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

（％）
増減（千円） 金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 １．現金及び預金  1,622,429 5,030,506  3,042,489

 ２．受取手形 ※４ 661,307 1,901,033  805,689

 ３．売掛金  3,091,628 2,927,967  3,601,918

 ４．たな卸資産  4,281,907 3,812,910  4,258,919

 ５．預け金  1,000,000 －  －

 ６．その他 ※３ 487,772 433,221  353,875

   貸倒引当金  △370 △480  △440

流動資産合計   11,144,675 74.7 14,105,159 76.3 2,960,484 12,062,452 74.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

  (1) 建物 ※1,2 847,618 1,107,754  1,103,289

  (2) 機械装置 ※1,2 784,214 835,259  809,879

  (3) 土地 ※２ 928,728 931,957  931,957

  (4) その他 ※1,2 411,587 492,372  464,138

有形固定資産合計  2,972,149 3,367,343 395,193 3,309,264

２．無形固定資産  50,766 65,876 15,109 59,632

３．投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  141,354 145,136  164,877

  (2) その他  628,579 797,535  674,815

    貸倒引当金  △24,411 △2,970  △2,820

投資その他の資産

合計 
 745,522 939,701 194,179 836,872

固定資産合計   3,768,438 25.3 4,372,921 23.7 604,482 4,205,769 25.9

資産合計   14,913,113 100.0 18,478,080 100.0 3,564,966 16,268,222 100.0
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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） 
対前中間期比 

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

（％）
増減（千円） 金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

 １．支払手形 ※４ 344,914 775,418  488,266

 ２．買掛金  514,450 533,222  731,247

 ３．短期借入金 ※２ 200,000 200,000  200,000

 ４．未払金  3,780,820 5,045,589  4,104,705

 ５．未払費用  883,793 1,054,011  1,310,134

 ６．未払法人税等  242,000 549,000  371,699

 ７．前受金  1,286,784 1,695,689  1,124,628

 ８．賞与引当金  420,000 311,000  304,000

 ９．役員賞与引当金  － 4,500  －

 10．製品保証引当金  330,000 375,000  299,000

 11．受注損失引当金  － 95,000  －

 12．その他 ※３ 171,342 160,834  231,808

流動負債合計   8,174,106 54.8 10,799,265 58.5 2,625,158 9,165,489 56.3

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  1,342,500 1,363,048  1,341,441

２．役員退職慰労引当

金 
 76,750 98,380  85,290

固定負債合計   1,419,250 9.5 1,461,428 7.9 42,177 1,426,731 8.8

負債合計   9,593,357 64.3 12,260,693 66.4 2,667,335 10,592,221 65.1

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   567,000 3.8 － － △567,000 567,000 3.5

Ⅱ 資本剰余金    

 １．資本準備金  259,400 －  259,400

  資本剰余金合計   259,400 1.8 － － △259,400 259,400 1.6

Ⅲ 利益剰余金    

 １．利益準備金  141,750 －  141,750

 ２．任意積立金  2,570,367 －  2,570,367

３．中間（当期）未処

分利益 
 1,747,799 －  2,090,418

  利益剰余金合計   4,459,917 29.9 － － △4,459,917 4,802,536 29.5

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  33,438 0.2 － － △33,438 47,063 0.3

  資本合計   5,319,755 35.7 － － △5,319,755 5,676,000 34.9

  負債資本合計   14,913,113 100.0 － － △14,913,113 16,268,222 100.0
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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） 
対前中間期比 

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

（％）
増減（千円） 金額（千円） 

構成比

（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 567,000 3.0 567,000 － －

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  － 259,400  －

   資本剰余金合計   － － 259,400 1.4 259,400 － －

３．利益剰余金    

  (1) 利益準備金  － 141,750  －

(2) その他利益剰余

金 
   

配当準備積立金  － 64,000  －

特別償却準備金  － 5,039  －

別途積立金  － 2,500,000  －

繰越利益剰余金  － 2,646,878  －

利益剰余金合計   － － 5,357,668 29.0 5,357,668 － －

  株主資本合計   － － 6,184,068 33.4 6,184,068 － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評

価差額金 
  － － 33,319 0.2 33,319 － －

  評価・換算差額等合

計 
   － － 33,319 0.2 33,319  － －

  純資産合計   － － 6,217,387 33.6 6,217,387 － －

  負債純資産合計   － － 18,478,080 100.0 18,478,080 － －
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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） 

対前中間期比 

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

（％）
増減（千円） 金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   6,632,459 100.0 10,876,738 100.0 4,244,279 16,465,062 100.0

Ⅱ 売上原価   5,749,316 86.7 9,184,944 84.4 3,435,628 14,448,355 87.8

   売上総利益   883,142 13.3 1,691,793 15.6 808,650 2,016,707 12.2

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
  540,741 8.1 618,339 5.7 77,597 1,068,930 6.5

   営業利益   342,401 5.2 1,073,454 9.9 731,052 947,777 5.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  26,718 0.4 16,045 0.1 △10,672 41,572 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  13,028 0.2 22,917 0.2 9,888 63,212 0.4

   経常利益   356,090 5.4 1,066,582 9.8 710,491 926,137 5.6

税引前中間（当

期）純利益 
  356,090 5.4 1,066,582 9.8 710,491 926,137 5.6

法人税、住民税及

び事業税 
 214,607 516,029  412,240

   法人税等調整額  △89,287 125,320 1.9 △102,079 413,950 3.8 288,630 △59,493 352,747 2.1

中間（当期）純利

益 
  230,770 3.5 652,631 6.0 421,861 573,389 3.5

前期繰越利益   1,517,029 －  1,517,029

中間（当期）未処

分利益 
  1,747,799 －  2,090,418
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

  当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 

資本準備金 利益準備金
配当準備 

積立金 

特別償却 

準備金 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本合計

平成18年３月31日残高 

（千円） 
567,000 259,400 141,750 64,000 6,367 2,500,000 2,090,418 4,802,536 5,628,936

中間会計期間中の変動額     

特別償却準備金の取崩

（注） 
－ － － － △1,328 － 1,328 － －

剰余金の配当（注） － － － － － － △88,500 △88,500 △88,500

取締役賞与（注） － － － － － － △9,000 △9,000 △9,000

中間純利益 － － － － － － 652,631 652,631 652,631

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） 
－ － － － △1,328 － 556,459 555,131 555,131

平成18年９月30日残高 

（千円） 
567,000 259,400 141,750 64,000 5,039 2,500,000 2,646,878 5,357,668 6,184,068

 

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） 
47,063 5,676,000 

中間会計期間中の変動額   

特別償却準備金の取崩

（注） 
－ － 

剰余金の配当（注） － △88,500 

取締役賞与（注） － △9,000 

中間純利益 － 652,631 

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

△13,744 △13,744 

中間会計期間中の変動額 

合計 （千円） 
△13,744 541,386 

平成18年９月30日残高 

（千円） 
33,319 6,217,387 

（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。 



‐16‐ 

(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 

  

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）

対前中間期比 

前事業年度の要約 

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） 増減（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間（当期）純利益  356,090 1,066,582  926,137

   減価償却費  131,485 146,391  283,965

   賞与引当金の増加・減少（△）額  113,000 7,000  △3,000

   役員賞与引当金の増加・減少（△）額  － 4,500  －

   製品保証引当金の増加・減少（△）額  － 76,000  △31,000

   受注損失引当金の増加・減少（△）額  － 95,000  －

   退職給付引当金の増加・減少（△）額  9,168 21,606  8,108

   役員退職慰労引当金の増加・減少（△）額  10,420 13,090  18,960

   貸倒引当金の増加・減少（△）額  △12,725 190  △34,246

   受取利息及び受取配当金  △4,299 △5,191  △8,364

   支払利息  90 101  187

   固定資産除却損  8,603 15,607  32,599

   売上債権の減少･増加（△）額  △400,831 △421,393  △1,055,503

たな卸資産の減少・増加（△）額  △1,615,916 446,008  △1,592,928

   前払費用の減少・増加（△）額  △33,889 △23,093  3,104

   その他流動資産の減少・増加（△）額  △109,609 32,035  △43,229

   仕入債務の増加・減少（△）額  △28,330 13,701  331,817

   未払費用の増加・減少（△）額  133,209 △253,415  546,634

   未払金の増加・減少（△）額  903,293 988,472  1,008,281

   前受金の増加・減少（△）額  427,191 571,060  265,035

   その他流動負債の増加・減少（△）額  △3,761 11,617  △1,729

   役員賞与の支払額  △8,000 △9,000  △8,000

   その他  11,679 139,300  △28,732

小計  △113,131 2,936,172 3,049,304 618,097

   利息及び配当金の受取額  4,223 5,022  8,282

利息の支払額  △96 △38  △191

   法人税等の支払額  △47,607 △341,029  △117,273

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △156,612 2,600,126 2,756,738 508,915
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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）

対前中間期比 

前事業年度の要約 

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） 増減（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

   定期預金の預入による支出  △250,000 △950,000  △500,000

   定期預金の払戻による収入  250,000 250,000  500,000

   預け金の預入による支出  △1,000,000 －  △1,000,000

   預け金の払戻による収入  1,000,000 －  2,000,000

   投資有価証券の取得による支出  △4,177 △3,336  △7,372

   有形固定資産の取得による支出  △451,419 △406,962  △671,458

   無形固定資産の取得による支出  △24,208 △13,248  △25,991

   その他  2,690 △101,290  △21,544

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △477,115 △1,224,838 △747,723 273,632

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー   

   配当金の支払額  △265,500 △88,500  △265,500

  財務活動によるキャッシュ･フロー  △265,500 △88,500 177,000 △265,500

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,565 1,228 △1,337 6,350

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少（△）額  △896,661 1,288,016 2,184,678 523,398

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,269,090 2,792,489 523,398 2,269,090

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※ 1,372,429 4,080,506 2,708,076 2,792,489
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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 

 子会社株式 

  移動平均法による原価

法を採用しております。 

 

 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）を採用し

ております。 

 

  時価のないもの 

 移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

 

(1) 有価証券 

 子会社株式 

  同左 

 

 

 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）を採

用しております。 

 

  時価のないもの 

 同左 

 

(1) 有価証券 

 子会社株式 

  同左 

 

 

 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）を採用しており

ます。 

 

  時価のないもの 

 同左 

 

 

 (2) デリバティブ 

 時価法 

 

(2) デリバティブ 

 同左 

 

(2) デリバティブ 

  同左 

 (3) たな卸資産 

材料…総平均法による原

価法 

仕掛品…個別法による原

価法 

 

(3) たな卸資産 

 材料…同左 

 

 仕掛品…同左 

 

(3) たな卸資産 

 材料…同左 

 

 仕掛品…同左 

 

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。 

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

 建物    ３～50年 

 機械装置    10年 

 

(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 

 定額法を採用しておりま

す。 

 なお、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）に基づく定額法を採用

しております。 

 

(2) 無形固定資産 

 同左 

(2) 無形固定資産 

 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。 

 

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充

てるため、支給見込額を計

上しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 製品保証引当金 

 製品保証による損失に備

えるため、過去の実績率に

基づいて計上しておりま

す。 

 

(1) 貸倒引当金 

 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

 同左 

 

 

 

(3) 役員賞与引当金 

  役員賞与の支給に充てる

ため、当事業年度における

支給見込額の当中間会計期

間負担額を計上しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号 

平成17年11月29日）を適用

しております。 

 これにより営業利益、経

常利益及び税引前中間純利

益は、それぞれ4,500千円減

少しております。 

 

(4) 製品保証引当金 

 同左 

 

 

 

 

(1) 貸倒引当金 

 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 製品保証引当金 

 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） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。 

 また、数理計算上の差異

は、各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処

理しております。 

 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づ

く中間会計期間末要支給額

を計上しております。 

 

(5) 受注損失引当金 

  受注案件の損失に備える

ため、当中間会計期間末に

おける手持受注案件のう

ち、損失の発生が見込ま

れ、かつ、その金額を合理

的に見積もることができる

案件について、その損失見

込額を計上しております。 

 （追加情報） 

  当中間会計期間末におい

て、損失の発生が確実視さ

れる案件が新たに発生した

ため、合理的に見積もるこ

とができる損失見込額を計

上しております。 

  これにより営業利益、経

常利益及び税引前中間純利

益は、それぞれ95,000千円

減少しております。 

 

(6) 退職給付引当金 

 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 役員退職慰労引当金 

 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上

しております。 

 また、数理計算上の差異

は、各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処

理しております。 

 

 

 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づ

く当事業年度末要支給額を

計上しております。 

 

４．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

 外貨建金銭債権債務は、中

間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。 

 

 同左 

 

 外貨建金銭債権債務は、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。 
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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．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 

６．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によって

おります。 

為替予約については、振

当処理の要件を満たしてい

る場合は振当処理を採用し

ております。 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…製品輸出に

よる外貨建

金銭債権、

材料等の輸

入による外

貨建金銭債

務及び外貨

建予定取引 

 

(3) ヘッジ方針 

為替予約管理規程に基づ

き、外貨建金銭債権債務に

係る将来の為替レート変動

リスクを回避するため、原

則として、個別取引ごとに

ヘッジ目的で為替予約を行

っております。 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約においては、為

替予約の締結時に、リスク

管理方針に従って、外貨建

による同一金額で同一期日

の為替予約をそれぞれ振り

当てているため、その後の

為替相場の変動による相関

関係は完全に確保されてい

るので中間決算日における

有効性の評価を省略してお

ります。 

 

(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…同左 

ヘッジ対象…同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

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…同左 

ヘッジ対象…同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約においては、為

替予約の締結時に、リスク

管理方針に従って、外貨建

による同一金額で同一期日

の為替予約をそれぞれ振り

当てているため、その後の

為替相場の変動による相関

関係は完全に確保されてい

るので決算日における有効

性の評価を省略しておりま

す。 

 



‐22‐ 

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） 

７．中間キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシ

ュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 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  同左 

８．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 

(1) 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。 

 

(2) 法人税、住民税及び事業 

  税並びに法人税等調整額

の計算 

 当中間会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額

は、当期において予定して

いる利益処分による特別償

却準備金の取崩しを前提と

して、当中間会計期間に係

る金額を計算しておりま

す。 

 

(1) 消費税等の会計処理 

 同左 

 

 

 

(2) 法人税、住民税及び事業 

  税並びに法人税等調整額

の計算 

 当中間会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額

は、当期における特別償却

準備金の取崩しを前提とし

て、当中間会計期間に係る

金額を計算しております。 

(1) 消費税等の会計処理 

 同左 

 

 

 

(2)  

 

 

 
中間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） 

 （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、6,217,387千円であります。 

 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。 
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表示方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

 （中間貸借対照表関係） 

 前中間会計期間まで流動負債の「その他」に含めて表示し

ていた「設備支払手形」は、負債及び純資産の合計額の100分

の１以下となったため、当中間会計期間より「支払手形」に

含めて表示しております。 

 なお、前中間会計期間末及び当中間会計期間末の「設備支

払手形」の残高は、それぞれ160,267千円及び75,424千円であ

ります。 
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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 ※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 

4,863,121千円 

 

5,056,957千円

 

4,980,190千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のと

おりであります。 

（工場財団） 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとお

りであります。 

（工場財団） 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとお

りであります。 

（工場財団） 

 建物 291,966 千円   建物 266,640千円  建物 281,285千円

 機械装置 116,048 〃   機械装置 101,911 〃  機械装置 108,514 〃

 土地 107,702 〃   土地 107,702 〃  土地 107,702 〃

 
その他 

（有形固定資産） 
5,643 〃   

その他 

（有形固定資産）
5,306 〃  

その他 

（有形固定資産）
5,454 〃

 計 521,361 〃   計 481,560 〃  計 502,956 〃

   

   担保付債務は次のとおりであり

ます。 

   担保付債務は次のとおりでありま

す。 

   担保付債務は次のとおりでありま

す。 

 短期借入金 200,000千円   短期借入金 200,000千円  短期借入金 200,000千円

   

※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、金額的重要性が

乏しいため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 
 

※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、金額的重要性が乏

しいため、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※３ 

※４ ※４ 中間期末日満期手形 

   中間期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

計期間の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれておりま

す。 

※４ 

  受取手形 147,621千円   

  支払手形 109,276千円   
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

 受取利息 2,378 千円   受取利息 2,816千円  受取利息 3,659千円

 受取配当金 1,920  〃   受取配当金 2,375 〃  受取配当金 4,705 〃

 為替差益 14,274  〃   為替差益 6,788 〃  為替差益 25,434 〃

   

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

 支払利息 90 千円   支払利息 101千円  支払利息 187千円

 固定資産除却損 8,603  〃   固定資産除却損 15,607 〃  固定資産除却損 32,599 〃

   

 ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額 

 有形固定資産 124,825 千円   有形固定資産 136,905千円  有形固定資産 270,082千円

 無形固定資産 6,447  〃   無形固定資産 8,982 〃  無形固定資産 13,375 〃

   

 

 

 

（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．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 

 
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

発行済株式     

  普通株式 8,850 － － 8,850 

合計 8,850 － － 8,850 

自己株式     

  普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 

  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23日 

定時株主総会 
普通株式 88,500 10 平成18年３月31日 平成18年６月23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 

     該当事項はありません。 
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間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） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成18年３月31日現在）

 現金及び預金勘定 1,622,429 千円   現金及び預金勘定 5,030,506千円 現金及び預金勘定 3,042,489千円

 預入期間が３ケ月を

超える定期預金 
△250,000  〃 

 
 
預入期間が３ケ月を

超える定期預金 
△950,000 〃

預入期間が３ケ月を

超える定期預金 
△250,000 〃

 現金及び現金同等物 1,372,429 千円   現金及び現金同等物 4,080,506千円 現金及び現金同等物 2,792,489千円
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（リース取引関係） 

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） 

 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） 

 

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）

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）

その他 

（有形固定資産）
95,784 46,601 49,182 

その他 

（有形固定資産）
93,030 59,449 33,581

その他 

（有形固定資産）
95,784 56,126 39,658

無形固定資産 18,294 10,330 7,963 無形固定資産 18,294 13,989 4,304 無形固定資産 18,294 12,160 6,133

合計 114,078 56,932 57,145 

 

合計 111,324 73,438 37,885 合計 114,078 68,286 45,791

（注）取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

   同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。 

   

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 22,120千円 １年内 21,155千円 １年内 21,532千円

１年超 35,025 〃 １年超 16,729 〃 １年超 24,259 〃

 

 合計 57,145 〃 

  

 合計 37,885 〃

 

 合計 45,791 〃

（注）未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

   同左 （注）未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

   

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 11,353千円 支払リース料 11,026千円 支払リース料 22,707千円 

減価償却費相当額 11,353 〃 

  

減価償却費相当額 11,026 〃

 

減価償却費相当額 22,707 〃

   

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 
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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） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 

（千円） 

中間貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1) 株式 64,835 111,248 46,413

(2) その他 7,876 17,605 9,729

合計 72,712 128,854 56,142

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1) 関係会社株式 8,088 

(2) その他有価証券  

   非上場株式 12,500 

 （注） 減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ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っております。 

 

 

 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 

（千円） 

中間貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1) 株式 71,367 114,321 42,953

(2) その他 7,876 20,864 12,988

合計 79,244 135,186 55,942

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1) 関係会社株式 116,147 

(2) その他有価証券  

   非上場株式 9,950 

 （注） 減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ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っております。 
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前事業年度末（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1) 株式 68,031 135,501 67,470

(2) その他 7,876 19,426 11,549

合計 75,907 154,927 79,019

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

(1) 関係会社株式 16,427 

(2) その他有価証券  

   非上場株式 9,950 

 （注） 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ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っております。 
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（デリバティブ取引関係） 

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） 

 デリバティブ取引は中間期末残高

がないため、該当事項はありませ

ん。 

 

 同左 

 

 デリバティブ取引は期末残高がな

いため、該当事項はありません。 

 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

該当事項はありません。 

 

 

（持分法損益等） 

該当事項はありません。 

 

 

（１株当たり情報） 

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株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

601円10銭 702円53銭 640円33銭 

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額 

26円07銭 73円74銭 63円77銭 

 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。 

 

 同左  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）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

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）

中間（当期）純利益（千円） 230,770 652,631 573,389 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 9,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (9,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
230,770 652,631 564,389 

期中平均株式数（千株） 8,850 8,850 8,850 
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