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上場会社名  旭テック株式会社   上場取引所  東証一部 

コード番号  5606    URL  http://www.asahitec.co.jp/ 

代 表 者 代表執行役社長 入交 昭一郎 

問合せ先責任者 経理部長   鈴木 宏          TEL (0537)36-3112 

定時株主総会開催予定日  平成19年６月28日 

有価証券報告書提出予定日 平成19年６月28日 
（百万円未満切捨） 

1. 平成19年３月期の連結業績 （平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

(1) 連結経営成績         （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 145,702 151.2 3,276 62.7 △162 － △665 －

18年３月期 57,994 0.7 2,013 220.5 1,447 － △282 －

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

自己資本 

当期純利益率

総資産 

経常利益率 

売上高 

営業利益率 

 円  銭 円  銭 ％ ％ ％

19年３月期 △6.40 － △1.5 △0.1 2.3

18年３月期 △3.74 － △2.0 2.4 3.5

(参考) 持分法投資損益 19年３月期 90百万円  18年３月期 74百万円 

 

(2) 連結財政状態 

 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

19年３月期 304,691 76,082 24.0 190.39 

18年３月期 72,593 15,332 21.1 161.69 

(参考) 自己資本 19年３月期 73,249百万円  18年３月期 －百万円 

  

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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

19年３月期 2,675 △43,306 44,927 8,735 

18年３月期 2,772 △6,831 4,366 4,119 

 

2. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額

（年間） 

配当性向 

（連結） 

純資産配当率

（連結） 

 円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － 0.00 － － － 

19年３月期 － － 0.00 － － － 

20年３月期（予想） － － 0.00 － － － 

 

3. 平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり

当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭

中間期 159,920 263.0 4,040 215.7 △1,780 － △2,680 － △10.01 

通期 329,200 125.9 10,520 221.3 △510  － △2,800 － △11.98 

 



旭テック㈱ (5606) 平成19年３月期決算短信        

 －2－

4. その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 有 

新規 70社（社名 Metaldyne Holdings LLC及びその子会社68社、Guangzhou Asahi Dongling Research &  

Development Co.,Ltd.） 

除外 －社 

  (注) 詳細は、９ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

 ② ①以外の変更        有 

  (注) 詳細は、20ページ「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」をご覧ください。 

  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

  ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 259,901,537株  18年３月期 60,277,813株 

  ② 期末自己株式数   19年３月期   399,497株  18年３月期     82,840株 

  (注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、51ページ「１株当たり

情報」をご覧ください。 

 

(参考) 個別業績の概要 

1. 平成19年３月期の個別業績 （平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

(1) 個別経営成績         （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 49,548 3.8 1,698 47.9 1,146 105.6 2,192 －

18年３月期 47,720 3.0 1,148 － 557 － △724 －

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

 円  銭 円  銭

19年３月期 12.06 11.26 

18年３月期 △8.71 － 

 

(2)個別財政状態 

 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

19年３月期 110,642 71,390 64.4 182.81 

18年３月期 54,286 14,734 27.1 151.75 

(参考) 自己資本 19年３月期 71,281百万円  18年３月期 －百万円 

 

2. 平成20年３月期の個別業績予想 （平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり

当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭

中間期 23,100 7.6 △60 － △330 － △370 － △2.70 

通期 52,600 6.1 1,460 △13.6 900 △20.7 830 △61.9 △0.42 

 

※業績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、実際の数値は今

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。 

なお、業績予想に関連する事項につきましては、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」

をご参照下さい。 
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1. 経営成績 
(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や好調な設備投資などを背景に、概ね堅調に

推移いたしました。 

このような環境下、当企業グループの当期の連結売上高は、平成18年２月28日に買収したテクノメタ

ル株式会社と平成19年１月11日に買収した米国メタルダイン社を連結子会社としたことを主体に増加し、

前期比151.2％増加の1,457億２百万円となりました。 

当期の連結損益は、既存事業における採算性の改善、テクノメタル株式会社とメタルダイン社の損益

が加わったこと、更にメタルダイン社買収に伴うのれんの償却費を計上したこと等により、全体では営

業利益32億76百万円（前期比12億62百万円増）、経常損失１億62百万円（前期比16億９百万円減）とな

りました。 

また、当期は、環境対策引当金を特別損失に計上する一方、繰延税金資産の計上に伴う法人税等調整

額の戻入を行った結果、当期純損失は６億65百万円（前期比３億83百万円悪化）となりました。 

なお、上記連結業績には、テクノメタル社の当期業績として、売上高320億７百万円、経常利益６億 

70百万円、当期純利益３億43百万円、メタルダイン社の買収日以降の当期業績として、売上高514億７

百万円、経常損失23億39百万円、当期純損失28億81百万円が、含まれております。 

 

当期は以上のような業績であることから、引き続き無配とさせていただきたく、何卒ご理解賜ります

ようお願い申し上げます。 

 

セグメント別の状況 

（各セグメントの売上高にはセグメント間の内部売上高を含めており、営業損益は、配賦不能営業費

用控除前の金額であります。） 

 

① 事業の種類別セグメント 

〔一般素形材部品関連事業〕 

一般素形材部品関連事業は、テクノメタル株式会社とメタルダイン社の損益が加わったこと、タイ

国内向け自動車用部品の需要好調が継続していることなどにより増加しました。この結果、売上高は

前期比173.4%増加の1,369億41百万円となり、営業利益は、売上高の増加と生産性向上や購買コスト

の削減により、前期比41.8％増加の36億78百万円となりました。 

 

〔機器装置類関連事業〕 

機器装置類関連事業の売上高は、送電線用金具の需要増、水処理工事の受注増等により、前期比

10.0％増加の88億円となり、営業利益は前期比24.6％増加の８億96百万円となりました。 

 

② 所在地別セグメント 

〔日本〕 

国内売上高は、オートバイ部品や機器関連事業での需要増とテクノメタル株式会社が加わったこと

により、前期比68.6％増加の830億91百万円となり、営業利益は売上高の増加や採算性の向上等によ

り前期比35.6％増加の43億56百万円となりました。 

 

〔アジア地域〕 

アジア地域は、タイ国内の自動車業界の活況が継続しており、売上高は前期比38.4％増加の192億

３百万円となり、営業利益は、原材料の高騰やバーツ高による影響を受けましたものの、売上高の増

加や生産性の向上等により前期比10倍の５億28百万円となりました。 

 

〔米国・欧州〕 

新たに完全子会社となりましたメタルダイン社の主な事業拠点である米国と欧州地域の売上高は
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483億８百万円となり、営業利益は13億96百万円となりました。 

 

 

次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、売上高3,292億円、営業利益105億20百万円、経常損失５億10百万

円、当期純損失28億円を予想しております。 
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(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

総資産は、メタルダイン社を買収し完全子会社としたことなどにより、前期末に比べ2,320億98百

万円増加し、3,046億91百万円となりました。 

負債は、メタルダイン社を買収し完全子会社としたことなどにより、前期末に比べ1,737億36百万

円増加し、2,286億９百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末の少数株主持分と資本の合計を連結財務諸表規則の改正に伴い、純資

産合計に変更した金額と比べ583億63百万円増加し、760億82百万円となりました。これは、メタルダ

イン社の買収における普通株式とＣ種優先株式の発行により、資本金及び資本剰余金が増加したこと

などによるものです。 

② キャッシュ・フローの状況 

当期末の現金及び現金同等物は、前期末に比べて46億15百万円増加し、87億35百万円となりまし

た。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ97百万円減少し、26億75百万円の収入となり

ました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ364億75百万円減少し、433億６百万円の支出

となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ405億61百万円増加し、449億27百万円の収入

となりました。 

 

  (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成15年 

３月期 

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 

自己資本比率（％） 34.9 28.0 25.4 21.1 24.0

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
12.0 38.1 41.0 43.5 20.4

キャッシュ・フロー対 

有利子負債利率（％） 
3.5 5.8 5.5 8.2 39.6

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
13.4 5.0 4.2 4.0 2.4

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債利率：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 

(注1) 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。 

(注2) 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しており

ます。なお、優先株式は普通株式への転換請求ができることから、期末発行済株式数には優

先株式を含めております。 

(注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が、平成19年３月期、平成18年３月期及び平成16年３月期につきま

しては、一過性の特殊費用である「アドバイザリー費用及びリファイナンス費用」を除いて

計算しております。 

(注4) 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全ての負債を

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。 
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、「企業価値を継続的に増大させ、それに連動する積極的な配当を行うことにより、

株主のみなさまへ利益を還元すること」を、基本方針といたしております。 

内部留保につきましては、中長期的な視点に立ち、将来の成長に不可欠な新規品開発やグローバルな

事業展開への先行投資に充当し、企業の競争力強化に努めてまいります。 

なお、当期におきましては、前期に引き続き当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的

として、当社の取締役・執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役・従業員の一部等を対象とするス

トックオプション（新株予約権）を発行いたしました。 

当期におきましては、平成19年１月11日付で米国メタルダイン社を買収し、完全子会社といたしまし

たが、本買収に伴う費用の発生やのれんの償却等を勘案いたしました結果、誠に遺憾ながら、無配とさ

せていただきました。何卒ご了承賜りますようお願い申しあげます。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財務状況等（株価等を含む）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。当社はこれらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生し

た場合の対応に努める方針であります。なお、当該リスク情報につきましては、当連結会計年度末現在

の判断によるものであり、また、当社グループの事業上のリスク全てを網羅するものではありません。 

 

① 主要客先との取引について 

当社グループは一般素形材部品関連事業において、主に自動車メーカーに対し販売を行っています

が、三菱ふそうトラック・バス㈱、スズキ㈱、本田技研工業㈱、ダイムラークライスラー、フォード、

ゼネラルモータース等の販売依存度（売上高に占める当該販売先への売上実績の割合）の高い取引先

があります。これらの取引先の事業方針、営業施策が当社グループの業績に影響を与える可能性があ

ります。 

 

② 原材料購入に係るリスクについて 

当社グループ製品の原材料（鋼屑、アルミ地金、コークス等）については、需給による国際的な市

場価格と関係があるため、大幅な価格変動が起こり得ます。当社グループの業績に影響を与えないよ

う極力販売価格への転稼を図っておりますが、転稼できないリスクがあり、それにより当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。 

 

③ 業績の下期偏重について 

当社グループは一般素形材部品、機器装置関連部品の製造・販売を主たる事業としています。その

うち二輪車用部品や官公庁向けの環境装置事業などは下期に受注が集中するため、売上高、利益とも

下半期に偏る傾向があります。 

 

④ シニアローン、劣後ローンについて 

当社グループの借入金のうち、シニアローン、劣後ローンには、財務制限条項が付されております。

所定の水準を達成できなかった場合は、貸主の請求により借主は本契約上の債務の期限の利益を失い、

直ちにこれを弁済しなければならないことになっております。また、多額の借入金により、新規設備

投資等が十分に行えず、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑤ 客先からの値下げに関わるリスクについて 

当社グループの主たる製品は、自動車業界の激しいコスト競争の中で、客先から常に価格の値引き

と高い品質を維持するように要請を受けています。これらに対処するために継続的な生産性の向上、

購入品コストの削減、不良品率の低減等の努力をしておりますが、これらのコスト削減努力が製品の

値下げ要請を十分に吸収できない場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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⑥ 利益率と生産性向上実現のリスクについて 

当社グループは利益率を向上させるために、①生産性向上のための生産管理システム改善、②購入

品コストの削減、③品質向上による不良品の削減及び客先からの返品部品の削減、④コスト削減のた

めのタイ、中国を中心としたアジア地域及び東欧への製造拠点の移転を進めています。これらの活動

のスピードが十分でない場合やコスト削減のための投資が予想以上に多額になった場合、また海外で

の人材の育成や設備の移管が上手くいかず海外への生産移管によるコスト削減が期待通りに実現しな

い場合、コスト競争力を失い当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑦ テクノメタル株式会社の子会社化について 

当社グループは、ビジネス領域の拡大及び業務効率の向上を目的として、平成18年２月28日に三菱

ふそうトラック・バス株式会社との間で、その100％子会社であるテクノメタル株式会社（旧 三菱ふ

そうテクノメタル株式会社）の株式の取得に関する契約を締結し、128,000株（66%）を取得いたしま

した。この契約には、締結後の18ヶ月目から36ヶ月目の間に三菱ふそうトラック・バス株式会社が所

有するテクノメタル株式会社の残りの持分を当社が一定の価格（現金もしくは株式交換）で追加取得

する、という内容の株式買取条項が含まれており、平成19年２月27日に三菱ふそうトラック・バス株

式会社より、平成19年８月29日付でテクノメタル株式会社の残りの持分を売却する旨の通知を受領し

ております。この追加取得の対価として1,670百万円を予定しております。 

テクノメタル株式会社の当社グループへの参加により、当社では、最大限シナジーを発揮し、①自

動車エンジン部品分野への新規参入、②顧客ニーズに対応した製法提案の強化、③高付加価値製品領

域の拡大、④開発効率・生産効率の向上、⑤コスト削減による利益率の向上、を図ってまいりますが、

シナジー効果が十分発揮できなかった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑧ 米国メタルダイン社の子会社化について 

当社グループは、自動車メーカーがグローバル展開を推し進め、より付加価値の高いモジュール化

された領域での部品の外製比率を高める中、このダイナミックな業界変化に対応する戦略こそが、自

動車部品各社の競争優位を決定付ける要諦となると判断し、平成19年１月11日付で米国メタルダイン

社を買収し、完全子会社化いたしました。 

メタルダイン社は、自動車のパワートレイン、シャーシー用システム及びモジュールの世界有数の

サプライヤーです。当社は、メタルダイン社の有する精密加工や振動制御等のエンジニアリング・設

計及び製造技術といった、より付加価値の高い領域を取り込むこととなり、また同時に、コネクティ

ングロッド等のメタルダイン社の優れた焼結金属製品を加えることによって、当社の鋳造・鍛造技術

製品の一層の拡充を図ります。一方、当社のグローバル展開の視点からも、北米、欧州、中国、韓国、

インド、ブラジル等に拠点を有するメタルダイン社の買収は、事業領域を補完的に拡大することにな

り、当社戦略を一層押し進めるものになります。 

メタルダイン社の子会社化により当社は、より付加価値の高いモジュール化された領域においても、

自動車メーカーのニーズにより柔軟に、そしてよりグローバルに対応することが可能となりますが、

シナジー効果が十分に発揮できなかった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑨ 借入金金利の変動について 

当期末における当社グループの連結借入金残高は、717億16百万円であり、金利情勢の変動が業績

に影響を与える可能性があります。 

 

⑩ 為替相場の変動について 

当社グループは、製品等の輸出、原材料の輸入において外貨建取引を行っていること及び外貨建の

債権・債務を保有していることから、為替相場の変動が業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑪ バンテックからの訴訟事件について 
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平成17年12月26日付で当社の物流業務の委託先でありました株式会社バンテックから２億95百万円

の物流業務委託代金請求訴訟の提起を受けました。これに対して、当社は５億48百万円の反訴を提起

いたしました。当社は、裁判において当社の正当性を主張し争っていく方針です。 

 

⑫ 労働組合の影響について 

当社グループの製造ラインが組合員のストライキ等によって停止した場合や、従業員の労働組合へ

の加盟率が上昇し賃上げをせまられた結果、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

また、OEM顧客側でのストライキ等による一時的な工場の閉鎖によっても、当社グループの業績に影

響を与える可能性があります。 

 

⑬ 優先株式の配当及び償還について 

当社グループは、Ａ種優先株式 28,572,000株、Ｂ種優先株式 10,526,316株、Ｃ種優先株式 

179,179株を発行しております。これらの優先株式に対する配当の未払が累積した場合、その償還時

において一時的な資金負担を生じ、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。 
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2. 企業集団の状況 
当企業グループは、当社、子会社 77 社及び関連会社３社で構成され、一般素形材部品、機器装置類の製

造販売を主な事業内容としております。当グループが営んでいる主な事業内容、事業に係わる位置づけ及び

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。 

事業の種類別セグメント 事業品目及び役務 主要な関係会社 

一般素形材部品関連事業 一般自動車部品   (注)1 豊栄工業㈱ 

  テクノメタル㈱ 

  Asahi Tec Aluminium (Thailand) Co., Ltd.

  Asahi Tec Metals (Thailand) Co., Ltd. 

  
Guangzhou Asahi Dongling  

Research & Development Co., Ltd.

  
Metaldyne Holdings LLC 及びその子会社 68 社

(注)2

  Shippo Asahi Moulds (Thailand) Co., Ltd.

 アルミホイール Asahi Tec Aluminium (Thailand) Co., Ltd.

  Dicastal Asahi Aluminium Co., Ltd. 

  Wheelhorse Asahi Aluminium Co., Ltd. 

機器装置類関連事業 電力機器の送･配電線用金具 旭テック東北販売㈱ 

 環境装置 アサヒサービス㈱ 

その他の事業 福利厚生サービス業務 アサヒテックサービス㈱ 

(注)1. 事業品目としての一般自動車部品には、アルミ鍛造・アルミ合金鋳物・アルミダイカスト・ダクタ

イル鋳鉄・普通鋳物・鉄鍛造による製品の製造販売、機械加工及びサブアセンブリ等が含まれてお

ります。 

  2. 当社の連結子会社である Metaldyne Holdings LLC は、北米及び欧州地域を中心に事業を展開してい

る子会社の経営管理を担う Metaldyne Corporation を傘下に収めている持株会社であります。 
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事業の系統図は次のとおりであります。 

 

            <海外> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      <国内> 

             
 

福利厚生サービス 

得 
 
 

意 
 
 

先 

一 
 

般 
 

素 
 

形 
 

材 
 

部 
 

品 
 

関 
 

連 

機 

器 

装 

置 

類 

関 

連 

旭 テ ッ ク 東 北 販 売 ㈱

Asahi Tec Aluminium (Thailand) Co., Ltd. 

ア サ ヒ サ ー ビ ス ㈱

当 
 
 
 
 
 
 

社 

Shippo Asahi Moulds (Thailand) Co., Ltd. 

Asahi Tec Metals (Thailand) Co., Ltd. 

Dicastal Asahi Aluminium Co., Ltd. 

豊 栄 工 業 ㈱

テ ク ノ メ タ ル ㈱

Metaldyne Machining & Assembly Company, Inc.

NC-M Chassis Systems, LLC 

アメリカ連結子会社 他 33 社 

Metaldyne Corporation 

アメリカ持株会社 他２社 

Metaldyne Zell GmbH & Co. KG 

Metaldyne International Spain, S.L. 

ヨーロッパ連結子会社 他 17 社 

アジア連結子会社 ４社 

その他連結子会社 ７社 

Wheelhorse Asahi Aluminium Co., Ltd. 

Guangzhou Asahi Dongling  

Research & Development Co., Ltd. 

Metaldyne Holdings LLC 

連結子会社 持分法適用会社 

ア サ ヒ テ ッ ク サ ー ビ ス ㈱

製品
原材料・型 

外注加工・研究開発
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3. 経営方針 
(1) 会社の経営の基本方針 

創業以来約一世紀に渡ってモノづくりの根幹を支えて来た当社は、新たな次の世紀に向けて大きく舵

を切っております。会社の永続を約束できる文化・体質の構築と、妥当な収益力を確保するため、

“人”の意識改革を経営の中心に位置付け、且つ透明度の高い経営を行ってまいります。社員一人一人

の行動指針は； 

 “変化をおそれず、現状を打破しよう” 

 “摩擦をおそれず、自己を主張しよう” 

 “失敗をおそれず、未知に挑戦しよう” 

 “困難をおそれず、即座に行動しよう” 

その結果、先進性に富んだ新たな企業価値を創造し、広く世界にビジネスチャンスを得られることが

株主価値の増大にもつながるものと考えております。 

また、当社は、全ての事業活動において、環境改善に努め、地球環境問題にも継続的に貢献して社会

との調和を図り、企業としてその社会的責任を果たしてまいります。 

 

(2) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

自動車メーカーがグローバル展開を推し進め、より付加価値の高いモジュール化された領域での部品

の外製比率を高める中、このダイナミックな業界変化に対応する戦略こそが、自動車部品各社の競争優

位を決定付ける要諦となります。当社グループは、こうした業界動向を好機と捉え、鉄及びアルミニウ

ムにおける鋳造・鍛造の素形材メーカーとして、アジア地域に生産拠点を構えつつ市場を拡大していく

ことをこれまでの戦略とし、今後もこうした取り組みを継続させていくことを企図しております。お客

さまのニーズに応える新技術や競争力のある製品をタイムリーに提供し、安定した収益をあげる強い体

質の企業を実現するため、以下の施策を推進してまいります。 

 

① 技術的イノベーション 

当社グループが所有する技術シーズ、ノウハウ及び人材を最大限活用し、選択と集中により技術開

発をスピードアップいたします。 

さらには、環境装置事業や電力機器事業においても、お客さまのニーズを先取りした魅力ある新製

品を提供してまいります。 

 

② 品質、納期優先意識の徹底 

当社グループは、お客さまから最も信頼され、満足をしていただける会社になるため、不良品流出

と納期遅延の防止を、常に最優先として全社員が行動し、また、これをシスティマティックに実現す

る方策として、軽合金及び鋳鉄製造業としてハイレベルな品質、コスト競争力を目標とし、信頼性の

高い製品を継続して提供してまいります。 

 

③ 成長戦略 

当社グループは、平成19年１月11日付で、米国メタルダイン社を買収し、完全子会社化いたしまし

た。メタルダイン社は、自動車のパワートレイン、シャシー向けシステム及びモジュールの世界有数

のサプライヤーであり、本件買収を通じて当社は、メタルダイン社の有する精密加工や振動制御等の

エンジニアリング・設計及び製造技術といった、より付加価値の高い領域を取り込むこととなります。

また同時に、コネクティングロッド等のメタルダイン社の優れた焼結金属製品を加えることによって、

当社の鋳造・鍛造技術の製品群の一層の拡充を図ります。 

一方、当社のグローバル展開の視点からも北米、欧州、中国、韓国、インド、ブラジル等に拠点を

有するメタルダイン社の買収は、事業領域を補完的に拡大することになり、当社戦略を一層推し進め

るものになります。本件買収によって当社は、より付加価値の高いモジュール化された領域において

も、自動車メーカーのニーズにより柔軟に、そしてよりグローバルに対応することが可能となります。 

具体的には、本件買収は以下の観点から、当社ビジネスのさらなる成長に寄与するものと考えてお
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ります。 

ⅰ．グローバルプラットフォームの拡大：北米での競争力に加え、欧州、中国、韓国、インド、

ブラジルにおいても大きなプレゼンスを持つメタルダイン社の顧客基盤の獲得。 

ⅱ．経験豊富な経営陣の連携：すでに高い経験を持つ当社経営陣を加え、自動車産業に主要経営

陣で１人平均29年、５人トータルで140年身をおくメタルダイン社経営陣からのノウハウの

追加。 

ⅲ．製品の相互供給・販売：北米、欧州、アジアにおける主要自動車メーカーとの取引関係の強

化と製品群の拡充。 

ⅳ．エンジニアリング能力の強化：粉末冶金、ハイパー・ダクタイル、ハイバキュームHDPC、マ

グネシウム・ダイキャストを含む両社のパワートレインやシャシーに関する先進技術の共有

化、ならびにエンジニアリング能力の相互活用による高機能サスペンションシステム等の高

付加価値製品の投入。 

ⅴ．研究開発能力の向上。 

ⅵ．生産能力の拡充：アルミ鋳造、ダクタイル鋳鉄、焼結金属、精密機械加工等における生産 

能力の向上。 

ⅶ．共同購買を通じたコスト削減：例）材料、部品、金型及びサービス 

ⅷ．生産設備の相互有効活用：現在の生産能力の拡充及び共同利用の更なる促進。 

ⅸ．メタルダイン社の軽車両と当社の大型トラックにおける市場機会の拡大。 

 

また、環境装置、電力機器事業では、利益の極大化を目指し、独立事業体として自立できるよう育

成してまいります。 

 

④ 人材の育成強化 

グローバル化に対応、提案型企業実現のため、人材の交流、研修制度と公的資格取得支援制度の充

実など、企業戦略に必要な人材開発体制の強化を行い、個々人のスキルアップを図るとともに、能力

と成果主義による給与、処遇制度を導入してまいります。 

 

以上の施策により、販売拡大やコスト削減を推進し、収益力の向上を実現してまいります。 
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4. 連結財務諸表
(1) 連結貸借対照表 （百万円未満切捨）

前連結会計年度 当連結会計年度 増　減

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） （△印減）

　　区　分 金　額
構成比
（％）

金　額
構成比
（％）

金　額

 （資産の部）

Ⅰ

1. 現金及び預金 4,148 8,803 4,654 

2. 受取手形及び売掛金 18,181 42,298 24,117 

3. たな卸資産 9,758 22,009 12,250 

4. 繰延税金資産 241 4,186 3,945 

5. その他 743 5,289 4,545 

貸倒引当金 △ 40 △ 372 △ 331 

流動資産合計 33,032 45.5 82,215 27.0 49,182 

Ⅱ

1. 有形固定資産

(1)建物及び構築物 8,694 18,861 10,167 

(2) 機械装置及び運搬具 10,739 62,050 51,310 

(3) 工具器具備品 2,858 5,563 2,705 

(4) 土地 13,519 16,996 3,477 

(5) 建設仮勘定 1,087 4,352 3,265 

36,899 50.8 107,824 35.4 70,925 

2. 無形固定資産

(1)ソフトウエア 625 1,326 701 

(2) のれん 139 49,397 49,257 

(3) その他 34 59,229 59,194 

799 1.1 109,953 36.1 109,153 

3. 投資その他の資産

(1)投資有価証券 500 625 125 

(2) 繰延税金資産 237 422 185 

(3) その他 1,330 2,247 917 

貸倒引当金 △ 206 △ 348 △ 142 

1,862 2.6 2,947 0.9 1,085 

固定資産合計 39,560 54.5 220,725 72.4 181,164 

Ⅲ 繰延資産

1. 株式交付費 － 415 415 

2. 社債発行費 － 1,335 1,335 

繰延資産合計 － － 1,751 0.6 1,751 

72,593 100.0 304,691 100.0 232,098 資産合計

流動資産

固定資産

有形固定資産合計

無形固定資産合計

投資その他の資産合計

－13－
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（百万円未満切捨）

前連結会計年度 当連結会計年度 増　減

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） （△印減）

　　区分 金　額
構成比
（％）

金　額
構成比
（％）

金　額

（負債の部）

Ⅰ

1. 支払手形及び買掛金 14,963 43,421 28,458 

2. 短期借入金 4,418 5,423 1,005 

3. 未払法人税等 253 2,075 1,821 

4. 賞与引当金 988 2,078 1,090 

5. 工場閉鎖損失引当金 － 1,140 1,140 

6. 売上損失引当金 698 1,312 613 

7. 設備関係支払手形 550 642 91 

8. その他引当金 73 196 123 

9. その他 4,107 17,248 13,141 

流動負債合計 26,053 35.9 73,539 24.1 47,485 

Ⅱ

1. 社債 － 47,977 47,977 

2. 長期借入金 18,626 66,292 47,665 

3. 繰延税金負債 1,070 13,400 12,330 

4.
再評価に係る
繰延税金負債

2,822 2,816 △ 6 

5. 退職給付引当金 4,657 18,621 13,963 

6. 役員退職慰労引当金 96 151 54 

7. 環境対策引当金 － 346 346 

8. 負ののれん 56 45 △ 11 

9. その他 1,488 5,418 3,929 

固定負債合計 28,819 39.7 155,070 50.9 126,250 

負債合計 54,873 75.6 228,609 75.0 173,736 

固定負債

流動負債
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（百万円未満切捨）

前連結会計年度 当連結会計年度 増　減

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） （△印減）

　　区分 金　額
構成比
（％）

金　額
構成比
（％）

金　額

（少数株主持分）

少数株主持分 2,387 3.3 － － －

（資本の部）

Ⅰ 資本金 7,218 9.9 － － －

Ⅱ 資本剰余金 8,142 11.2 － － －

Ⅲ 利益剰余金 △ 3,392 △ 4.7 － － －

Ⅳ 土地再評価差額金 3,052 4.2 － － －

Ⅴ その他有価証券評価差額金 43 0.1 － － －

Ⅵ 為替換算調整勘定 282 0.4 － － －

Ⅶ 自己株式 △ 14 △ 0.0 － － －

資本合計 15,332 21.1 － － －

72,593 100.0 － － －

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

1. 資本金 － － 34,384 11.3 －

2. 資本剰余金 － － 35,308 11.6 －

3. 利益剰余金 － － △ 3,449 △ 1.1 －

4. 自己株式 － － △ 17 △ 0.0 －

株主資本合計 － － 66,226 21.8 －

Ⅱ 評価・換算差額等

1.
その他有価証券
評価差額金

－ － 70 0.0 －

2. 土地再評価差額金 － － 3,044 1.0 －

3. 為替換算調整勘定 － － 3,907 1.3 －

評価・換算差額等合計 － － 7,022 2.3 －

Ⅲ 新株予約権 － － 108 0.0 －

Ⅳ 少数株主持分 － － 2,724 0.9 －

純資産合計 － － 76,082 25.0 －

負債純資産合計 － － 304,691 100.0 －

負債・少数株主持分
及び資本合計

－15－



旭テック㈱　(5606)　平成19年３月期決算短信

(2) 連結損益計算書 （百万円未満切捨）

前連結会計年度 当連結会計年度

増　減
（△印減）

百分比
(％)

百分比
(％)

金　額

Ⅰ 57,994 100.0 145,702 100.0 87,707 

Ⅱ 50,468 87.0 130,224 89.3 79,756 

Ⅲ 売上損失引当金取崩額（△） △ 455 △ 0.8 △ 336 △ 0.2 118 

売上総利益 7,982 13.8 15,814 10.9 7,832 

Ⅳ 5,969 10.3 12,538 8.6 6,569 

営業利益 2,013 3.5 3,276 2.3 1,262 

Ⅴ

1. 受取利息 26 19 

2. 受取配当金 4 6 

3. 負ののれん償却額 　　　－ 11 

4. 持分法による投資利益 74 90 

5. 社内発生屑処分益 4 32 

6. 輸出奨励金 123 178 

7. 為替差益 48 134 

8. 雑収入 50 333 0.6 56 529 0.3 196 

Ⅵ

1. 支払利息 676 3,605 

2. 雑損失 221 898 1.6 362 3,967 2.7 3,068 

経常利益又は損失(△) 1,447 2.5 △ 162 △ 0.1 △1,609 

Ⅶ

1. 固定資産売却益 22 35 

2. 貸倒引当金戻入額 11 －

3.
産廃物処分場拡張工事
損害賠償金取崩益

－ 127 

4. 受取保険金 － 10 

5. その他 9 43 0.1 5 178 0.1 134 

Ⅷ

1.
過年度役員退職慰労
引当金繰入額

　　　－ 21 

2. 固定資産処分損 206 370 

3. 減損損失 621 23 

4. 環境対策引当金繰入額 － 282 

5.
アドバイザリー費用及び
リファイナンス費用

646 －

6. その他 28 1,503 2.6 5 704 0.5 △ 798 

税金等調整前当期純損失 12 △ 0.0 687 △ 0.5 △ 675 
法人税、住民税及び
事業税

296 1,215 

法人税等調整額 △ 159 137 0.3 △1,486 △ 270 △ 0.2 △ 407 

少数株主利益 133 0.2 248 0.2 115 

当期純損失 282 △ 0.5 665 △ 0.5 △ 383 

自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日

自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日

金   額金   額

特別利益

区分

売上高

売上原価

販売費及び一般管理費

営業外収益

営業外費用

特別損失
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(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書
    連結剰余金計算書 （百万円未満切捨）

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

区　分 金　額

Ⅰ 資本剰余金期首残高

1 資本準備金期首残高 6,647 

Ⅱ 資本剰余金増加高

1 増資による新株の発行 1,494 

2 新株予約権行使による増加高 0 1,495 

Ⅲ 資本剰余金期末残高 8,142 

Ⅰ 利益剰余金期首残高

1 連結剰余金期首残高 △ 3,393 

Ⅱ 利益剰余金増加高

1
連結子会社増加に伴う
利益剰余金増加高 38 

2
土地再評価差額金取崩による
増加高

243 282 

Ⅲ 利益剰余金減少高

1 当期純損失 282 282 

Ⅳ 利益剰余金期末残高 △ 3,392 

（資本剰余金の部）

（利益剰余金の部）

－17－
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連結株主資本等変動計算書
当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

7,218 8,142 △3,392 △ 14 11,954 

連結会計年度中の変動額

新株の発行 27,165 27,165 54,331 

土地再評価差額金の取崩 8 8 

当期純利益 △665 △665 

在外会社退職給付
債務変動額

601 601 

自己株式の取得 △ 3 △ 3 

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
　　　　　（純額）

27,165 27,165 △ 56 △ 3 54,272 

34,384 35,308 △3,449 △ 17 66,226 

その他
有価証券
評価差額金

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

43 3,052 282 3,378 － 2,387 17,720 

連結会計年度中の変動額

新株の発行 54,331 

土地再評価差額金の取崩 8 

当期純利益 △665 

在外会社退職給付
債務変動額

601 

自己株式の取得 △ 3 

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
　　　　　（純額）

26 △ 8 3,625 3,644 108 336 4,089 

26 △ 8 3,625 3,644 108 336 58,361 

70 3,044 3,907 7,022 108 2,724 76,082 

連結会計年度中の変動額
合計　　　　（百万円）

平成19年３月31日　残高
　　　　　　（百万円）

平成18年３月31日　残高
　　　　　　（百万円）

平成18年３月31日　残高
　　　　　　（百万円）

連結会計年度中の変動額
合計　　　　（百万円）

平成19年３月31日　残高
　　　　　　（百万円）

純資産
合計

株主資本

新株
予約権

少数株主
持分

評価・換算差額等
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 （百万円未満切捨）

増　減
（△印減）

              区分 金　額 金　額 金　額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ･フロー
1. 税金等調整前当期純損失 △ 12 △ 687
2. 減価償却費 3,030 8,469
3. 減損損失 621 23
4. のれん償却額 － 633
5. 負ののれん償却額 － △ 11
6. 貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 12 38
7. 退職給付引当金の増減額（減少：△） △ 31 904
8. 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △ 12 54
9. 環境対策引当金の増減額（減少：△） － 276
10. 固定資産の除却･売却損益 183 334
11. 売上損失引当金の増減額（減少：△） △ 455 △ 336
12. 受取利息及び受取配当金 △ 30 △ 25
13. 支払利息 676 3,605
14. 為替差損益（差益：△） △ 18 △ 136
15. 持分法による投資損益（利益：△） △ 74 △ 90
16. ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ費用及びﾘﾌｧｲﾅﾝｽ費用 646 －
17. 売上債権の増減額（増加：△） △ 270 △ 5,177
18. たな卸資産の増減額（増加：△） △ 1,088 1,212
19. 仕入債務の増減額（減少：△） 925 △ 2,461
20. その他 △ 193 △ 543
　小計 3,885 6,082 2,197

21. 利息及び配当金の受取額 45 25
22. 利息の支払額 △ 750 △ 2,149
23. 法人税等の支払額 △ 188 △ 857
24. ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ費用及びﾘﾌｧｲﾅﾝｽ費用支払額 △ 219 △ 426

       営業活動によるキャッシュ･フロー 2,772 2,675 △ 97
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー
1. 定期預金の預入による支出 △ 18 △ 122
2. 定期預金の払戻による収入 83 118
3. 有形固定資産の取得による支出 △ 3,745 △ 6,286
4. 有形固定資産の売却による収入 179 39
5. 無形固定資産の取得による支出 △ 551 △ 10
6. 新規連結子会社の取得による支出 △ 2,738 △36,640
7. 連結子会社株式の追加取得による支出 △ 21 △ 44
8. その他 △ 19 △ 360

       投資活動によるキャッシュ･フロー △ 6,831 △43,306 △36,475
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー
1. 短期借入金純増減額 1,780 △ 827
2. 長期借入れによる収入 20,885 24,988
3. 長期借入金の返済による支出 △22,082 △32,269
4. 社債買入消却による支出 － △ 937
5. 株式の発行による収入 3,001 53,883
6. ｾｰﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸによる収入 1,134 550
7. ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済による支出 △ 344 △ 621
8. 少数株主への配当金の支払額 △ 4 △ 7
9. 少数株主の増資引受による払込額 － 42
10. その他 △ 4 126

       財務活動によるキャッシュ･フロー 4,366 44,927 40,561
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 37 319 282
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 344 4,615 4,271

Ⅵ 57 － △ 57

Ⅶ 現金及び現金同等物期首残高 3,716 4,119 402
Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 4,119 8,735 4,615

自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日

当連結会計年度

新規連結子会社の現金及び現金同等物の
期首残高

自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日

前連結会計年度

－19－
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
1. 連結の範囲に関する事項 

連結子会社････････77 社 

会社名：豊栄工業㈱、テクノメタル㈱、Metaldyne Holdings LLC 及びその子会社 68 社、 

Asahi Tec Aluminium (Thailand) Co., Ltd.、Asahi Tec Metals (Thailand) Co., Ltd.、 

Guangzhou Asahi Dongling Research & Development Co., Ltd.、 

旭テック東北販売㈱、アサヒサービス㈱、アサヒテックサービス㈱ 

Metaldyne Holdings LLC 及びその子会社 68 社は、平成 19 年１月 11 日付で新たに子会社となり、当連結

会計年度より連結の範囲に含め、連結修正項目を修正して連結財務諸表を作成しております。 

また、当連結会計年度に新たに設立及び出資を行った Guangzhou Asahi Dongling Research & Development 

Co., Ltd.を当連結会計年度から連結子会社に含めております。 

2. 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社･････３社 

  会社名：Shippo Asahi Moulds (Thailand) Co., Ltd. 、Dicastal Asahi Aluminium Co., Ltd.、 

      Wheelhorse Asahi Aluminium Co., Ltd. 

Wheelhorse Asahi Aluminium Co., Ltd.は、平成 19 年３月 27 日に出資し、当連結会計年度より持

分法の適用範囲に含めております。 

Asahi Somboon Shippo Moulds Co., Ltd.は、当連結会計年度において Shippo Asahi Moulds 

(Thailand) Co., Ltd. に社名を変更しました。 

(2) 持分法適用会社は決算日が連結決算日と異なるため、事業年度に係る財務諸表を使用しております。 

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結決算日と異なる決算日の会社について、その決算日と会社は次のとおりであります。 

(1) 12 月 31 日の直近の日曜日 

Metaldyne Holdings LLC 及びその子会社のうち 62 社 

連結財務諸表の作成にあたり、３月 31 日の直近の日曜日にて仮決算を行っております。 

(2) 12 月 31 日 

Metaldyne Corporation の子会社のうち７社 

連結財務諸表の作成にあたり、３月 31 日の直近の日曜日にて仮決算を行っております。 

Guangzhou Asahi Dongling Research & Development Co., Ltd. 

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 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの････････････････決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部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。） 

時価のないもの････････････････移動平均法による原価法 

② たな卸資産････････････････････連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社は主として総平均

法による原価法、在外連結子会社は主として先入先出法によ

る低価法 

③ デリバティブ･･･････････････････時価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

建物（建物附属設備を除く）････定額法 

工具器具備品に含まれる金型････連結財務諸表提出会社、テクノメタル㈱及び在外連結子会社は

定額法、その他の国内連結子会社は定率法 

その他の有形固定資産･･････････連結財務諸表提出会社及びテクノメタル㈱を除く国内連結子会

社は定率法、テクノメタル㈱及び在外連結子会社は定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物     10～60 年 

機械装置及び運搬具 ４～15 年 
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工具器具備品       ２～７年 

② 無形固定資産 

ソフトウェア･･････････････････自社利用のソフトウェアについて社内における利用可能期間

（３～５年）に基づく定額法 

その他の無形固定資産･･････････利用可能期間（主として15年及び20年）に基づく定額法 

(3) 繰延資産の処理方法 

  株式交付費･･･････････････････････月数を基準とした３年間の定額法により償却しております。 

社債発行費･･･････････････････････在外連結子会社は所在地の会計基準に従い、社債の発行期間に

基づき、月数を基準とした定額法により償却しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社は、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。また、在外連結子会社は主として特定の債権について回

収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。 

③ 売上損失引当金 

連結財務諸表提出会社及び在外連結子会社は、継続受注品の販売において、将来発生する可能性が

あると見込まれる売上損失に備えるため、受注形態に即した見積方法を用いた当該見込額を計上し

ております。 

④ 工場閉鎖損失引当金 

一部在外連結子会社は、工場閉鎖に伴う損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。 

⑤ 退職給付引当金 

連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、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、各連結会計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（10～15 年）による定額法により按分した額をそれぞれ翌連結会計年度から費用処理し

ております。 

なお、在外連結子会社のうち Metaldyne Corporation 他は主として期首の数理計算上の差異の未認

識額が、退職給付債務と年金資産のうちいずれか大きい額の 10％を超過する場合に、従業員の平

均残存勤務期間等に基づく一定年数の定額法で費用処理することとしております。さらに、米国の

一部連結子会社においては、年金以外の退職後給付費用についてその総額を見積り、従業員の役務

提供期間等を基礎として配分しております。なお、米国の一部連結子会社においては、費用処理さ

れていない数理計算上の差異等の未認識額を貸借対照表で計上することとしております。 

⑥ 役員退職慰労引当金 

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社においては、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、

内規に基づく期末要支給額の 100%を計上しております。 

また、在外連結子会社のうち Metaldyne Corporation 他は役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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 

⑦ 環境対策引当金 

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社においては、ポリ塩化ビフェニル（PCB）の処分等に係

る支出に備えるため、処理費用の見積額を計上しております。なお、一部在外連結子会社は、当該

国の環境関連法令及び規制遵守のために発生する環境改善費用の支出に備えるため、処理費用の見

積額を計上しております。 

(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、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及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。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社では、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て処理しており

ます。在外連結子会社については、所在地の会計基準により一定の要件を満たしたものについて資産

計上しております。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 
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① 消費税等の会計処理 

消費税等の処理方法は税抜方法を採用しております。 

② 売上高の計上基準 

連結財務諸表提出会社の完成工事高の計上方法は、原則として工事完成基準によっておりますが、

完成工事高の計上に関して、長期請負工事（請負金額１億円以上かつ工期１年以上）については、

工事進行基準によっております。なお、当連結会計年度における工事進行基準による完成工事高は

1,858 百万円であります。 

5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、発生原因に応じ 20 年以内の一定の年数の定額法により償却を

することとしております。 

ただし、金額が僅少な場合は発生年度にその全額を償却しております。 

7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

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。 

 

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 
（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 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」（企業会計基準委員会 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。

従来の資本の部の合計に相当する金額は 73,249 百万円であります。なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。 

（企業結合に係る会計基準） 

当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成 15 年 10 月 31 日）及び「事

業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第７号 平成 17 年 12 月 27 日）並び

に「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準

適用指針第 10 号 最終改正平成 18 年 12 月 22 日）を適用しております。連結財務諸表規則の改正による

連結財務諸表の表示に関する変更は以下のとおりであります。 

（連結貸借対照表） 

「連結調整勘定」は、当連結会計年度より「のれん」または「負ののれん」として表示しております。 

（連結損益計算書） 

「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度より「負ののれん償却額」として表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度より「のれん償却額」または「負ののれん償却額」として表

示しております。 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基

準第８号 平成 17 年 12 月 27 日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 企業会計基準適用指針第 11 号 平成 18 年５月 31 日）を適用しております。これによ

る営業利益、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響は 108 百万円であります。 

（株式交付費の会計処理方法の変更） 

当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報

告第 19 号 平成 18 年８月 11 日）を適用しております。これにより、従来は株式交付費を支出時の費用

として処理しておりましたが、当連結会計年度より企業規模の拡大のために行う資金調達などの財務活動

に係る株式交付費については繰延資産に計上することとしました。この変更は、当連結会計年度において

米国Metaldyne Corporationの買収による完全子会社化と同社の既存借入金の返済のため多額の資金調達

を行い、これに伴う株式交付費が多額であることからその支出の効果の及ぶ期間にわたって費用配分する

ものであります。この変更により、従来と同一の基準によった場合に比べ、営業外費用として計上してい
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た株式交付費は 415 百万円減少し、経常損失及び税金等調整前当期純損失は、それぞれ同額少なく計上さ

れております。 

（表示方法の変更） 

当連結会計年度より、前連結会計年度まで流動負債に区分掲記しておりました製品補償引当金、完成工事

補償引当金を「その他引当金」として集約して記載しております。 

 

追加情報 
（スプレッド方式による新株発行） 

平成 19 年３月５日付欧州を中心とする海外市場（ただし、米国を除く。）における募集による当社普通

株式の発行は、引受会社が引受価額で買取引受を行い、これを引受価額と異なる発行価格で一般投資家に

販売するスプレッド方式によっております。これにより、発行価格と引受価額との差額 353 百万円が事実

上の引受手数料となっております。 
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注 記 事 項 
（連結貸借対照表関係） 

  前連結会計年度 当連結会計年度  

1. 有形固定資産の減価償却累計額 84,201 百万円 85,864 百万円  

     

2. 非連結子会社及び関連会社の株式、出資金    

  投資有価証券（株式） 309 百万円 389 百万円  

  投資その他の資産のその他（出資金） 175  484   

     

3. 担保資産及び担保付債務    

 担保に供している資産の額    

  現金及び預金 2,948 百万円 2,817 百万円  

  受取手形及び売掛金 7,256  8,887   

  たな卸資産 9,556  9,523   

  短期貸付金 －  15   

  未収入金 10  15   

  建物及び構築物 7,664  8,269   

  機械装置及び運搬具 6,785  12,089   

  工具器具備品 243  1,203   

  土 地 13,111  13,660   

  建設仮勘定 －  183   

  投資有価証券 332  604   

  合 計 47,909  57,269   

 なお、上記に加えて、関係会社出資金 53,912 百万円を担保に供しております。 

 上記有形固定資産の内、工場財団抵当に供している資産   

  建物及び構築物 3,382  3,202   

  機械装置及び運搬具 3,774  3,924   

  土 地 3,474  3,463   

  合 計 10,631  10,589   

 上記に対応する債務    

  短期借入金 3,902  3,167   

  １年以内返済予定の長期借入金 400  1,300   

  長期借入金 18,626  17,745   

  合 計 22,929  22,212   

 上記の内、工場財団抵当に対応する債務    

  短期借入金 3,902  3,167   

  １年以内返済予定の長期借入金 400  1,300   

  長期借入金 18,626  17,745   

  合 計 22,929  22,212   

 
上記に加えて、連結子会社 Metaldyne Corporation の資産（平成 19 年４月１日現在の残高は 141,335 百

万円）についても下記債務の担保に供しております。 

  １年以内返済予定の長期借入金 －  513   

  長期借入金 －  48,547   

  社債 －  47,977   

  合 計 －  97,038   

      

4. 土地再評価     

 

「土地の再評価に関する法律」（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号）及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」（平成 13 年３月 31 日公布法律第 19 号）に基づき、連結財務諸表提出会社の

事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
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再評価の方法･･･････････････････土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布政令

第 119 号）第２条第３号に定める固定資産税評価額に基づき、

合理的な調整を行い算出しております。 

再評価を行った年月日･･･････････平成 14 年３月 31 日 

 
同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事

業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

  前連結会計年度 当連結会計年度  

   1,479 百万円 1,832 百万円  

     

5. 偶発債務      

 (1) 保証債務 0 百万円 － 百万円  

 (2) テクノメタル㈱株式の追加購入について     

  

当社グループは、ビジネス領域の拡大及び業務効率の向上を目的として、平成 18 年２月 28 日に三

菱ふそうトラック・バス㈱との間で、その 100％子会社であるテクノメタル㈱（旧 三菱ふそうテク

ノメタル㈱）の株式の取得に関する契約を締結し、128,000 株（66%）を取得いたしました。この契

約には、締結後の 18 ヶ月目から 36 ヶ月目の間に三菱ふそうトラック・バス㈱が所有するテクノメ

タル㈱の残りの持分を当社が一定の価格（現金もしくは株式交換）で追加取得するという内容の株

式買取条項が含まれております。 

なお、平成 19 年２月 27 日に三菱ふそうトラック・バス㈱より、平成 19 年８月 29 日付でテクノメ

タル㈱の残り持分を売却する旨の通知を受領しております。この追加取得の対価として 1,670 百万

円を予定しております。 

 (3) ㈱バンテックからの訴訟事件について     

  

平成 17 年 12 月 26 日付で当社の物流業務の委託先でありました㈱バンテックから２億 95 百万円の

物流業務委託代金請求訴訟の提起を受けました。これに対して、当社は５億 48 百万円の反訴を提起

いたしました。当社は、裁判において当社の正当性を主張し争っていく方針であります。 

     

6. 当座借越契約及びコミットメントに係る借入金未実行残高    

  前連結会計年度 当連結会計年度  

  当座借越極度額 8,226 百万円 84,918 百万円  

  借入実行残高 3,950  52,063   

  差引額 4,276  32,855   

      

7. 財務制限      

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度末の当社グループの借入金のうち、㈱あおぞら銀行・㈱三井住友銀行・㈱東京スタ

ー銀行・㈱みずほコーポレート銀行によるシニアローン、㈱あおぞら銀行による劣後ローンには、

連結キャッシュ・フローや連結利益水準などの財務制限条項が付されております。所定の水準を達

成できなかった場合は誓約違反となり、㈱あおぞら銀行の通知または催告により、当社グループは

本契約上の債務の期限の利益を失い、直ちにこれを弁済しなければならないことになっております。

なお、各財務制限条項は、平成 19 年１月 11 日付で買収し、完全子会社となった米国メタルダイン・

ホールディングス・エルエルシー、メタルダイン社及びその子会社を含まない連結決算数値に基づ

いて検証されることとなっております。 

また、メタルダイン社の借入金及び社債には、平成 19 年４月２日以降適用されるキャッシュ・フロ

ーなどの財務制限条項が付されております。 

 

(2) 

 

 

 

上記の財務制限条項により当社の配当・役員賞与の支払は、その支払後、財務制限条項に抵触しな

いこと並びに債務不履行事由及び潜在的債務不履行事由（ただし、軽微なもので、かつ別途定める

治癒期間内に治癒されると合理的に見込まれる潜在的債務不履行事由を除く）は一切発生しておら

ず、かつその支払によりそれらの事由が生じないことが条件となっております。 

       

8. 期末日満期手形の処理      

 
手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が当連結会計年度末残高に含まれております。 

  前連結会計年度 当連結会計年度  

  受取手形 － 百万円 189 百万円  

  支払手形 －  738   

  設備支払手形 －  58   
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9. その他無形固定資産の内訳    

 連結貸借対照表の「その他無形固定資産」には、下記の資産が含まれております。 

   前連結会計年度 当連結会計年度  

  テクノロジー、トレードマーク － 百万円 33,201 百万円  

  カスタマー・コントラクト等 －  25,992   

  合計 －  59,193   

       

10. その他引当金の内訳      

 連結貸借対照表の「その他引当金」には下記の引当金が含まれております。 

  前連結会計年度 当連結会計年度  

  役員賞与引当金 － 百万円 71 百万円  

  製品補償引当金 25  80   

  完成工事補償引当金 47  43   

  合計 73  196   
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（連結損益計算書関係） 

  前連結会計年度 当連結会計年度  

1. 販売費及び一般管理費中の主要な費用及び金額     

  荷造費、運賃 1,970 百万円 2,596 百万円  

  給料賃金、賞与手当 1,261  2,543   

  賞与引当金繰入額 147  253   

  退職給付費用 97  221   

  役員退職慰労引当金繰入額 36  94   

  貸倒引当金繰入額 －  16   

      

2. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費     

   537  998   

     

3. 固定資産売却益の内容    

  機械装置売却益 5  21   

  土地売却益 16  7   

  その他 0  7   

  合 計 22  35   

     

4. 固定資産処分損の内容    

  建物及び構築物除却損 2  20   

  機械装置及び運搬具除却損 150  77   

  工具器具備品除却損 23  134   

  その他除却損 11  35   

  その他売却損 8  3   

  固定資産撤去費用 9  98   

  合 計 206  370   

5. 減損損失      

 
当社グループは、当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。 

当社グループは、管理会計上の事業ごと、または物件ごとに資産のグルーピングを行っております。 

 用途 種類 場所 減損損失  

 土地 静岡県菊川市 8 百万円  

 
土地、機械装置及び運搬具、 

工具器具備品 
福島県二本松市 14   

 

遊休資産 

機械装置及び運搬具 埼玉県北本市 0   

   合 計 23   

 

上記遊休資産については、将来の用途が定まっていないため、減損損失を特別損失に計上しました。 

回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は、不動産鑑定評価額や売却予定価

額等から処分費用見込額を差し引いてに算定しております。 

固定資産の種類ごとの内訳は次のとおりであります。 

  機械装置及び運搬具 9 百万円    

  工具器具備品 0     

  土地 13     

   合 計 23     
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

  

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 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 

（千株）

当連結会計年度

増加株式数 

（千株）

当連結会計年度 

減少株式数 

（千株） 

当連結会計年度末

株式数 

（千株）

発行済株式  

 普通株式   (注)1 60,277 199,623 － 259,901

 Ａ種優先株式  28,572 － － 28,572

 Ｂ種優先株式  10,526 － － 10,526

 Ｃ種優先株式 (注)2 － 179 － 179

 合 計 99,376 199,802 － 299,179

自己株式  

 普通株式   (注)3 82 316 － 399

 合 計 82 316 － 399

(注) 1. 普通株式の発行済株式総数の増加 199,623 千株は、第三者割当による新株の発行による増加

166,581 千株、公募増資 33,000 千株、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 42 千株

であります。 

 

 

2. Ｃ種優先株式の発行済株式総数の増加 179 千株は、第三者割当による新株の発行による増加であり

ます。 

なお、Ｃ種優先株式（一定の場合に償還義務のある株式）の予想キャッシュ・フローに基づく利息

相当額は 200 百万円、負債相当額は 9,637 百万円（うち一年以内 － 百万円）であります。各期へ

の配分は利息法によっております。 

 3. 普通株式の自己株式の株式数の増加 316 千株は、RHJ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙからの無償譲受による増加 304 千

株、単元未満株式の買取による増加 11 千株であります。 

 

2. 新株予約権に関する事項      

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる

株式の種類
前連結 

会計年度末

当連結 

会計年度

増加 

当連結 

会計年度 

減少 

当連結 

会計年度末 

当連結会計

年度末残高

（百万円）

平成 16 年６月 

第１回新株予約権 

(注)1 

普通株式 2,367 －
    77 

(内、行使 42) 
(内、失効 35) 

2,289 －

平成 17 年６月 

第２回新株予約権 

(注)1 

普通株式 85 －     － 85 －

平成 17 年６月 

第３回新株予約権 

(注)1、2 

普通株式 1,255 －
     405 

(内、失効 405) 
850 －

提出 

会社 

ストック・オプション 

としての新株予約権 

(注)2 

－ － － － － 108

  合 計 － － － － － 108

(注) 1. 会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

 2. 権利行使期間の初日が到来しておりません。 
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3. 配当に関する事項  

 該当事項はありません。      

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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 

  前連結会計年度 当連結会計年度  

 現金及び預金勘定 4,148 百万円 8,803 百万円  

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △29  △68   

 現金及び現金同等物 4,119  8,735   

      

2. 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳  

 

株式の取得により新たに Metaldyne Corporation を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内

訳並びに Metaldyne Corporation 出資金の取得価額と Metaldyne Corporation 取得のための支出（純額）

との関係は次のとおりであります。 

   当連結会計年度  

 流動資産  44,955 百万円  

 固定資産  129,013   

 のれん  49,888   

 流動負債  △ 45,364   

 固定負債  △132,996   

 少数株主持分  △ 87   

 Metaldyne Corporation の取得価額  45,410   

 
Metaldyne Corporation の現金及び 
現金同等物 

 8,769   

 
差引Metaldyne Corporationの取得のため 
の支出 

 36,640   

     

3. 重要な非資金取引の内容    

  前連結会計年度 当連結会計年度  

 
新たに計上したファイナンス・リース 

取引に係る資産及び債務の額 
115  712   
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リ ー ス 取 引 
 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

1. 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、減損損失累計額相当額及び期末残

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、減損損失累計額相当額及び期末残

高相当額 

有形固定資産 
無形 

固定資産 

 
機械装置 

及び 

運搬具 

（百万円） 

工具器具 

備品 

（百万円） 

ソフト 

ウェア 

（百万円） 

合計 

（百万円）

取得価額 

相当額 
285 770 93 1,150

減価償却 

累計額 

相当額 

112 399 47 559

期末残高 

相当額 
173 371 46 591

 (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。 

有形固定資産 
無形 

固定資産 

 
機械装置

及び 

運搬具

（百万円）

工具器具 

備品 

（百万円） 

ソフト 

ウェア 

（百万円） 

合計 

（百万円）

取得価額

相当額 
423 840 84 1,348

減価償却

累計額 

相当額 

163 415 47 626

期末残高

相当額 
259 425 37 721

 (注) 同左 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 229百万円

 １年超 361百万円

 合計 591百万円

 (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。  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 253百万円

 １年超 468百万円

 合計 721百万円

 (注) 同左 

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、

減価償却費相当額及び減損損失 

 支払リース料 9百万円

 減価償却費相当額 9百万円

(注) テクノメタル㈱については、みなし取得日が

連結会計年度末であるため、上記の支払リー

ス料及び減価償却費相当額の計算には含め

ておりません。 

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、

減価償却費相当額及び減損損失 

 支払リース料 247百万円

 減価償却費相当額 247百万円
 

 (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 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

2. オペレーティング・リース取引 

  （貸主側） 

  未経過リース料 

 １年以内 70百万円

 １年超 383百万円

 合計 453百万円 

2. オペレーティング・リース取引 

  （貸主側） 

  未経過リース料 

 １年以内 162百万円

 １年超 1,228百万円

 合計 1,391百万円

（借主側） 

  未経過リース料 

 １年以内 5,092百万円

 １年超 25,039百万円

 合計 30,132百万円 
（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について） 

 同左 
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有 価 証 券 
 

 

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. その他有価証券で時価のあるもの（平成 18 年３月 31 日）             （百万円未満切捨） 

 種 類 取得原価 
連結貸借対照表 

計上額 
差 額 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 
株式 76 151 74

 

 

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容（平成 18 年３月 31 日）        （百万円未満切捨） 

 連結貸借対照表計上額 

 その他有価証券 

  非上場株式 
40 

 

 

 

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 

1. その他有価証券で時価のあるもの（平成 19 年３月 31 日）             （百万円未満切捨） 

 種 類 取得原価 
連結貸借対照表 

計上額 
差 額 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 
株式 76 196 119

 

 

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容（平成 19 年３月 31 日）         （百万円未満切捨） 

 連結貸借対照表計上額 

 その他有価証券 

  非上場株式 
39 
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デ リ バ テ ィ ブ 取 引 
1. 取引の状況に関する事項 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

① 取引の内容及び利用目的等 
当企業グループが利用しているデリバティブ
取引は通貨金利スワップ取引であります。 
当企業グループは、為替変動リスクや、金利市
場における利率上昇による変動リスクを回避
する目的で通貨金利スワップ関連のデリバテ
ィブ取引を利用しております。 

① 取引の内容及び利用目的等 
当企業グループが利用しているデリバティブ
取引は為替予約取引及び通貨金利スワップ取
引であります。 
当企業グループは、為替変動リスクや、金利市
場における利率上昇による変動リスクを回避
する目的で為替予約取引及び通貨金利スワッ
プ関連のデリバティブ取引を利用しておりま
す。 

② 取引に対する取組方針 
当企業グループは、将来の為替及び金利の変動
によるリスク回避を目的としており、投機目的
のデリバティブ取引は行わない方針でありま
す。 

② 取引に対する取組方針 
  同左 

③ 取引に係るリスクの内容 
当企業グループが利用している通貨スワップ
取引の為替変動リスクや、金利スワップ取引の
市場金利変動リスクはほとんどないと認識し
ております。 

③ 取引に係るリスクの内容 
  当企業グループが利用している為替予約取引
及び通貨スワップ取引の為替変動リスク、金利
スワップ取引の市場金利変動リスクはほとん
どないと認識しております。 

④ 取引に係るリスクの管理体制 
当企業グループは、デリバティブ取引につい
て約定時における決済及び報告に関する内部
規定があり、これに基づいて厳格に運営を行っ
ております。 

④ 取引に係るリスクの管理体制 
  同左 

⑤ 取引の時価等に関する事項についての補足説
明 
取引の時価等に関する事項についての契約額
等は、あくまでもデリバティブ取引における名
目的な契約額、または計算上の想定元本を示し
たものであり、当該契約金額がそのままデリバ
ティブ取引に係る市場リスクまたは信用リス
クの大きさを表すものではありません。 

⑤ 取引の時価等に関する事項についての補足説
明 
同左 
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2. 取引の時価等に関する事項 
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) 通貨金利関連                              （百万円未満切捨） 

区分 種類 契約額等 
契約額等の 

うち１年超 
時価 評価損益 

市場取引 

以外の取引 

通貨金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
390 140 △33 △33 

合計 390 140 △33 △33 

(注) 1. 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

     2. 上記は連結会社間の債権債務の相殺に伴い発生した評価損益であります。 

 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

(1) 通貨関連                              （百万円未満切捨） 

区分 種類 契約額等 
契約額等の 

うち１年超 
時価 評価損益 

市場取引 

以外の取引 

為替予約取引 

買建 

 ユーロ 

693 － 691 △2 

合計 693 － 691 △2 

(注) 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

      

(2) 通貨金利関連                              （百万円未満切捨） 

区分 種類 契約額等 
契約額等の 

うち１年超 
時価 評価損益 

市場取引 

以外の取引 

通貨金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
170 － △31 △31 

合計 170 － △31 △31 

(注) 1. 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

     2. 上記は連結会社間の債権債務の相殺に伴い発生した評価損益であります。 
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退職給付に係る注記 

1. 採用している退職給付制度の概要 

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社のうち豊栄工業㈱とテクノメタル㈱は、確定給付型の制度と

して退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けております。その他の国内連結子会社は退職一時金制

度を設けております。また、在外連結子会社は、確定給付型の制度及び確定拠出型の制度を採用してお

り、米国の一部連結子会社においては、退職後医療給付制度を採用しております。 

なお、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされな

い割増退職金を支払う場合があります。 

 

2. 退職給付債務に関する事項 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成 18 年３月 31 日現在） （平成 19 年３月 31 日現在）

      

 a.退職給付債務 △10,408 百万円 △52,756 百万円 

 b.年金資産 6,027  34,310  

 c.未積立退職給付債務(a+b) △4,380  △18,446  

 d.未認識数理計算上の差異 387  △411  

 e.貸借対照表計上額純額(c+d) △3,993  △18,858  

 f.その他(注)２ －  601  

 g.前払年金費用 664  683  

 h.一年以内支払予定の退職給付債

務 

－  318  

 i.退職給付引当金(e+f-g+h) △4,657  △18,621  

(注) 1. 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり簡便法を採用しております。 

2. 米国会計基準を適用している海外連結子会社において、貸借対照表で計上された年金債務調整

額であります。 

 

3. 退職給付費用に関する事項 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  自 平成 17 年４月 １日 自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日 至 平成 19 年３月 31 日 

      

 a.勤務費用 282 百万円 541 百万円 

 b.利息費用 132  749  

 c.期待運用収益 △133  △708  

 d.数理計算上の差異の費用処理額 156  90  

 e.確定拠出年金に係る要拠出額 

及び割増退職金等 
－ 423

 

 f.退職給付費用(a+b+c+d+e) 438  1,095  

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、a.勤務費用に計上しております。 
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4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成 18 年３月 31 日現在） （平成 19 年３月 31 日現在）

      

 a.割引率 1.8～2.0％  1.8～6.2％  

 b.期待運用収益率 2.9～3.0％  2.9～8.5％  

 c.退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  期間定額基準  

 d.数理計算上の差異の処理年数 10～15 年  10～15 年  

 （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額を、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。） 
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ス ト ッ ク ・ オ プ シ ョ ン 等 
 

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

1. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 平成 16 年第１回ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役８名、当社執行役 11 名、当社従業員 90 名、 

当子会社の取締役１名 

ストック・オプション数 (注) 普通株式 2,781,773 株 

付与日 平成 16 年７月１日 

権利確定条件 

初回権利確定日（平成 17 年７月１日）以降、最終権利確定日（平成 21 年３

月 31 日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合に 16 分の１ず

つ権利が確定する。 

ただし、一部のものについては、下記の権利確定条件が別途定められている。

・初回権利確定日（平成 17 年７月１日）以降、最終権利確定日（平成 21 年

３月 31 日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合に 16 分の

１ずつ権利が確定する。なお、退職時は全量権利が確定する。 

・初回権利確定日（平成 18 年７月１日）以降、最終権利確定日（平成 23 年

３月 31 日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合に 20 分の

１ずつ権利が確定する。 

・初回権利確定日（平成 19 年７月１日）以降、最終権利確定日（平成 24 年

３月 31 日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合に 20 分の

１ずつ権利が確定する。 

対象勤務期間 

初回権利確定日までの対象勤務期間は１年間。 

（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最終権利確

定日までの対象勤務期間は４年９ヶ月。 

（自 平成 16 年７月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

ただし、一部のものについては、下記の対象勤務期間が別途定められている。

・初回権利確定日までの対象勤務期間は１年間。 

（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最終権利

確定日までの対象勤務期間は４年９ヶ月。なお、退職時は全量権利が確定

する。 

・初回権利確定日までの対象勤務期間は２年間。 

（自 平成16年７月１日 至 平成18年６月30日） 

以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最終権利

確定日までの対象勤務期間は６年９ヶ月。 

・初回権利確定日までの対象勤務期間は３年間。 

（自 平成16年７月１日 至 平成19年６月30日） 

以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最終権利

確定日までの対象勤務期間は７年９ヶ月。 

権利行使期間 自 平成 17 年７月１日 至 平成 26 年６月 30 日 
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 平成 17 年第２回ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名、当社執行役１名 

ストック・オプション数 (注) 普通株式 85,000 株 

付与日 平成 17 年７月１日 

権利確定条件 

初回権利確定日（平成 18 年７月１日）以降、最終権利確定日（平成 23 年３

月 31 日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合に 20 分の１ず

つ権利が確定する。 

対象勤務期間 

初回権利確定日までの対象勤務期間は１年間。 

（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最終権利確

定日までの対象勤務期間は５年９ヶ月。 

（自 平成 17 年７月１日 至 平成 23 年 3 月 31 日） 

権利行使期間 自 平成 18 年７月１日 至 平成 27 年６月 30 日 

 

 平成 17 年第３回ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役２名、当社執行役７名、当社従業員 97 名、 

当社子会社の取締役１名 

ストック・オプション数 (注) 普通株式 1,299,000 株 

付与日 平成 17 年７月１日 

権利確定条件 

初回権利確定日（平成 19 年７月１日）以降、最終権利確定日（平成 23 年３

月 31 日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合に 16 分の１ず

つ権利が確定する。 

ただし、当社取締役２名のうち、１名については下記の権利確定条件が別途

定められている。 

・初回権利確定日（平成 20 年１月１日）以降、最終権利確定日（平成 24 年

９月 30 日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合に 20 分の

１ずつ権利が確定する。 

対象勤務期間 

初回権利確定日までの対象勤務期間は２年間。 

（自 平成17年７月１日 至 平成19年６月30日） 

以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最終権利確

定日までの対象勤務期間は５年９ヶ月。 

（自 平成 17 年７月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 

ただし、当社取締役２名のうち、１名については下記の対象勤務期間が別途

定められている。 

・初回権利確定日までの対象勤務期間は２年６ヶ月。 

（自 平成17年７月１日 至 平成19年12月31日） 

以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最終権利

確定日までの対象勤務期間は７年３ヶ月。 

（自 平成 17 年７月１日 至 平成 24 年９月 30 日） 

権利行使期間 自 平成 19 年６月 29 日 至 平成 27 年６月 28 日 
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 平成 18 年第４回ストック・オプション プラン① 

付与対象者の区分及び人数 当社執行役１名、当社従業員１名 

ストック・オプション数 (注) 普通株式 180,000 株 

付与日 平成 18 年７月１日 

権利確定条件 

初回権利確定日（平成 20 年７月１日）以降、最終権利確定日（平成 25 年３

月 31 日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合に 20 分の１ず

つ権利が確定する。 

対象勤務期間 

初回権利確定日までの対象勤務期間は２年間。 

（自 平成18年７月１日 至 平成20年６月30日） 

以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最終権利確

定日までの対象勤務期間は６年９ヶ月。 

（自 平成 18 年７月１日 至 平成 25 年３月 31 日） 

権利行使期間 自 平成 20 年７月１日 至 平成 28 年６月 28 日 

 

 平成 18 年第４回ストック・オプション プラン①２ 

付与対象者の区分及び人数 当社子会社の取締役１名、当社子会社の従業員２名 

ストック・オプション数 (注) 普通株式 240,000 株 

付与日 平成 18 年７月１日 

権利確定条件 

初回権利確定日（平成 21 年７月１日）以降、最終権利確定日（平成 26 年３

月 31 日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合に 20 分の１ず

つ権利が確定する。 

対象勤務期間 

初回権利確定日までの対象勤務期間は３年間。 

（自 平成18年７月１日 至 平成21年６月30日） 

以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最終権利確

定日までの対象勤務期間は７年９ヶ月。 

（自平成 18 年７月１日 至平成 26 年３月 31 日） 

権利行使期間 自 平成 21 年７月１日 至 平成 28 年６月 28 日 

 

 平成 18 年第４回ストック・オプション プラン② 

付与対象者の区分及び人数 
当社執行役７名、当社従業員 92 名 

当社子会社の取締役１名、当社子会社の従業員 38 名 

ストック・オプション数 (注) 普通株式 1,201,000 株 

付与日 平成 18 年７月１日 

権利確定条件 

初回権利確定日（平成 20 年７月１日）以降、最終権利確定日（平成 24 年３

月 31 日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合 16 分の１ずつ

権利が確定する。 

対象勤務期間 

初回権利確定日までの対象勤務期間は２年間。 

（自 平成18年７月１日 至 平成20年６月30日） 

以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最終権利確

定日までの対象勤務期間は５年９ヶ月。 

（自 平成 18 年７月１日 至 平成 24 年３月 31 日） 

権利行使期間 自 平成 20 年７月１日 至 平成 28 年６月 28 日 
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 平成 19 年第５回ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役１名、 

当社子会社の取締役・執行役７名、当社子会社の従業員 15 名 

ストック・オプション数 (注) 普通株式 3,031,835 株 

付与日 平成 19 年１月 11 日 

権利確定条件 

初回権利確定日（平成 20 年１月 11 日）以降、最終権利確定日（平成 22 年

１月 11 日）までの間、１年ごとに勤務が継続している場合３分の１ずつ権

利が確定する。 

対象勤務期間 

初回権利確定日までの対象勤務期間は１年間。 

（自 平成19年１月12日 至 平成20年１月10日） 

以降、権利の確定する１年ごとに対象勤務期間は延長され、最終権利確定日

までの対象勤務期間は３年間。 

（自 平成 19 年１月 12 日 至 平成 22 年１月 10 日） 

権利行使期間 自 平成 20 年１月 11 日 至 平成 29 年１月 11 日 

(注) 株式数に換算して記載しております。 

 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 

平成 16 年 

第１回 
ストック・ 

オプション 

平成 17 年 

第２回 
ストック・ 

オプション 

平成 17 年 

第３回 
ストック・ 

オプション 

権利確定前      （株）    

前連結会計年度末 2,013,294 85,000 1,255,000 

 付与 － － － 

 失効 28,125 － 405,000 

 権利確定 521,029 17,000 － 

 未確定残 1,458,140 68,000 850,000 

権利確定後      （株）    

前連結会計年度末 354,282 － － 

 権利確定 521,029 17,000 － 

 権利行使 42,319 － － 

 失効 7,253 － － 

 未行使残 831,739 17,000 － 

 
 

 

平成 18 年 

第４回 
ストック・ 

オプション 

プラン① 

平成 18 年 

第４回 
ストック・ 

オプション 

プラン①２ 

平成 18 年 

第４回 
ストック・ 

オプション 

プラン② 

平成 19 年 

第５回 
ストック・ 

オプション 

権利確定前      （株）     

前連結会計年度末 － － － － 

 付与 180,000 240,000 1,201,000 3,031,835 

 失効 － － 24,000 － 

 権利確定 － － － － 

 未確定残 180,000 240,000 1,177,000 3,031,835 

権利確定後      （株）     

前連結会計年度末 － － － － 

 権利確定 － － － － 

 権利行使 － － － － 

 失効 － － － － 

 未行使残 － － － － 
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② 単価情報 

 

平成 16 年 

第１回 

ストック・ 

オプション 

平成 17 年 

第２回 

ストック・ 

オプション 

平成 17 年 

第３回 
ストック・ 

オプション 

権利行使価格（円） 145 145 261 

行使時平均株価（円） 296 － － 

公正な評価単価（付与日）

（円） 
－ － － 

 

 

平成 18 年 

第４回 
ストック・ 

オプション 

プラン① 

平成 18 年 

第４回 
ストック・ 

オプション 

プラン①２ 

平成 18 年 

第４回 
ストック・ 

オプション 

プラン② 

平成 19 年 

第５回 
ストック・ 

オプション 

権利行使価格（円） 251 251 251 313 

行使時平均株価（円） － － － － 

公正な評価単価（付与日）

（円） 
145 151 141 209 

 

2. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度において付与された平成 18 年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方

法は以下のとおりであります。 

① 使用した評価技法   ブラックショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法 

 

平成 18 年 
第４回 

ストック・オプション
プラン① 

平成 18 年 
第４回 

ストック・オプション 
プラン①２ 

平成 18 年 
第４回 

ストック・オプション
プラン② 

株価変動性   (注)1 57.236％ 58.086％ 57.187％ 

予想残存期間  (注)2 ８年５ヶ月 ８年 11 ヶ月 ７年 11 ヶ月 

予想配当    (注)3 ０円 ０円 ０円 

無リスク利子率 (注)4 1.835％ 1.868％ 1.796％ 

(注)1. 過去の当社普通株式の日次株価（各取引日における終値）に基づき算出しております。算出期間はプ

ランごとに異なり、プラン①は８年５ヶ月（自 平成 10 年１月 30 日 至 平成 18 年６月 30 日）、

プラン①２は８年 11 ヶ月（自 平成９年７月 31 日 至 平成 18 年６月 30 日）、プラン②は７年 11

ヶ月（自 平成 10 年７月 31 日 至 平成 18 年６月 30 日）を対象としております。 

  2. 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りは困難であるため、付与日から権利行使期間の中間点に

おいて行使されるものと推定して見積りしております。 

  3. 過去１年間の配当実績によっております。 

  4. 予想残存期間に対応する期間に対応する平成 18 年６月 30 日における国債の利回りであります。 

 

当連結会計年度において付与された平成 19 年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方

法は以下のとおりであります。 

① 使用した評価技法   二項モデル 

② 主な基礎数値及び見積方法 

 
平成 19 年 
第５回 

ストック・オプション

株価変動性   (注)1 57.326％ 

予想残存期間  (注)2 10 年 

予想配当    (注)3 ０円 

無リスク利子率 (注)4 1.728％ 

(注)1. 過去の当社普通株式の日次株価（各取引日における終値）に基づき算出しております。算出期間は 10

年（自 平成９年１月 10 日 至 平成 19 年１月 11 日）を対象としております。 

  2. 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りは困難であるため、付与日から権利行使期間の終了日ま

での期間を予想残存期間として見積りしております。 
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  3. 過去１年間の配当実績によっております。 

  4. 予想残存期間に対応する期間に対応する平成 19 年１月 11 日における国債の利回りであります。 

 

3. ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、ストック・オプション付与者と同等の役職者の過去の辞職率または退職率を将来の失効数

の見積りに反映しております。ただし、平成 19 年第５回ストック・オプションについては、将来の失効

数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。 

 

4. 連結財務諸表への影響額 

売上原価         3 百万円 

販売費及び一般管理費  104 百万円 
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税効果会計に係る注記 
 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

 (繰延税金資産)   

  賞与引当金 412 百万円 545 百万円 

  減価償却費 152  422  

  金型有姿除却否認 219  222  

  固定資産未実現利益 25  22  

  貸倒引当金 75  76  

  退職給付引当金 1,441  1,438  

  ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ費用及びﾘﾌｧｲﾅﾝｽ費用 220  251  

  売上損失引当金 263  143  

  リース資産（機械装置）廃却損 180  147  

  税務上の繰越欠損金 2,817  28,782  

  その他 973  8,630  

 繰延税金資産小計 6,782  40,681  

 評価性引当額 △6,301  △22,849  

 繰延税金資産合計 481  17,831  

     

 (繰延税金負債)   

  資本連結による資産評価差額 △1,043  △25,984  

  その他有価証券評価差額 △   29  △  47  

  その他 －  △   589  

 繰延税金負債合計 △1,073  △26,622  

 繰延税金資産(負債)の純額 △  591  △ 8,791  

    

 (再評価に係る繰延税金資産)   

 再評価に係る繰延税金資産 487  486  

 評価性引当額 △ 487  △   486  

 再評価に係る繰延税金負債 △2,822  △ 2,816  

 再評価に係る繰延税金資産(負債)の純額 △2,822  △ 2,816  

     

 



旭テック㈱ (5606) 平成19年３月期決算短信 

 －44－

 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

 法定実効税率 39.75 ％ 39.75 ％ 

 （調整）   

 交際費等永久に損金に算入されない項目 △ 127.31  △ 10.29  

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 5.10  0.19  

 控除不能源泉税（外国税等） －  △ 10.41  

 住民税均等割 △ 145.23  △  3.00  

 米国州税 －  △   4.85  

 のれん償却額 －  △  35.79  

 評価性引当額 △ 923.88  64.03  

 親会社と子会社の実効税率の差異 16.60  0.43  

 その他 0.18  △   0.67  

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1,134.79  39.39  
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セ グ メ ン ト 情 報 
1. 事業の種類別セグメント情報 

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） （百万円未満切捨） 

  
一般素形材

部品 
機器装置類 計 

消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売 上 高 及 び 営 業 損 益  

(1) 外部顧客に対する売上高 50,020 7,974 57,994 － 57,994

(2) 

 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
60 25 86 (86) －

 計 50,081 8,000 58,081 (86) 57,994

 営   業   費   用 47,487 7,281 54,768 1,212 55,981

 営   業   利   益 2,593 719 3,312 (1,299) 2,013

Ⅱ 

 

資産、減価償却費及び 

資本的支出 
 

 資              産 58,855 6,599 65,454 7,138 72,593

 減  価  償  却  費 2,803 110 2,914 115 3,030

 減  損  損  失 285 － 285 336 621

 資  本  的  支  出 3,547 78 3,625 929 4,555

 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） （百万円未満切捨） 

  
一般素形材

部品 
機器装置類 計 

消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売 上 高 及 び 営 業 損 益  

(1) 外部顧客に対する売上高 136,902 8,800 145,702 － 145,702

(2) 

 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
39 － 39 (39) －

 計 136,941 8,800 145,741 (39) 145,702

 営   業   費   用 133,263 7,903 141,166 1,259 142,426

 営   業   利   益 3,678 896 4,575 (1,298) 3,276

Ⅱ 

 

資産、減価償却費及び 

資本的支出 
 

 資              産 287,228 8,015 295,244 9,449 304,691

 減  価  償  却  費 8,046 97 8,143 362 8,506

 減  損  損  失 15 － 15 8 23

 資  本  的  支  出 5,036 43 5,080 101 5,181

 

(注)1. 事業区分の方法 

    当社の事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2. 各事業区分の主要製品 

(1) 一般素形材部品 ････ 一般自動車部品（含むｱﾙﾐﾎｲｰﾙ）、産業建機部品 

(2) 機 器 装 置 類 ････ 送・配電線用金具、環境装置 

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の金額は前連結会計年度1,299百万円、

当連結会計年度1,295百万円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社の本社の総務部門等管理

部門に係る費用であります。 

4. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度7,138百万円、当連結会計

年度9,449百万円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金及び有価証券）、

長期投資資金（投資有価証券）、管理部門に係る資産等であります。 

5. 当連結会計年度より、テクノメタル株式会社とメタルダイン社の売上高及び営業損益と資産、減価償

却費及び資本的支出を、一般素形材部品に区分集計しております。 
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2. 所在地別セグメント情報 

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） （百万円未満切捨） 

  日本 アジア 計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売 上 高 及 び 営 業 損 益  

(1) 外部顧客に対する売上高 48,813 9,181 57,994 － 57,994

(2) 

 

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
474 4,692 5,167 (5,167) －

 計 49,288 13,873 63,162 (5,167) 57,994

 営      業      費      用 46,074 13,823 59,898 (3,916) 55,981

 営      業      利      益 3,213 50 3,264 (1,250) 2,013

Ⅱ 資                      産 55,363 13,165 68,528 4,064 72,593

 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） （百万円未満切捨） 

  日本 アジア 米国 欧州 その他 計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 
売 上 高 及 び  

営 業 損 益 
   

(1) 
外部顧客に対する 

売上高 
82,694 13,308 34,329 12,180 3,189 145,702 － 145,702

(2) 

 

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

397 5,895 1,270 527 1,835 9,927 (9,927) －

 計 83,091 19,203 35,600 12,708 5,025 155,629 (9,927) 145,702

 営 業 費 用   78,734 18,675 35,651 11,261 4,556 148,879 (6,453) 142,426

 営 業 利 益   4,356 528 (51) 1,447 468 6,749 (3,473) 3,276

Ⅱ 資   産   115,472 30,920 76,631 60,863 23,205 307,093 (2,402) 304,691

 

(注)1. 国又は地域の区分の方法及び各所在地区分に属する国 

(1) 国又は地域の区分の方法 ････ 地理的近接度による 

(2) アジアに属する国       ････ タイ国、中国、韓国、インド 

(3) 米国に属する国     ････ アメリカ合衆国 

(4) 欧州に属する国         ････ ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、チェコ共和国、 

ルクセンブルグ 

2. 当連結会計事業年度より、株式の取得により新たに完全子会社となったメタルダイン社の拠点が属す

る所在地を勘案し、米国、欧州、その他の区分を追加しております。 

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の金額は、「1. 事業の種類別セグメ

ント情報」の「(注)3.」に記載したもの及びメタルダイン社ののれんの減価償却費であります。 

4. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、「1. 事業の種類別セグメント情報」の

「(注)4.」に記載したもの及びメタルダイン社ののれんであります。メタルダイン社ののれんにつ

いては、合理的な基準で所在地別セグメントに配分することが困難なため、全社資産に含めており

ます。 
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3. 海外売上高 

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） （百万円未満切捨） 

  ア ジ ア そ の 他 計 

Ⅰ 海 外 売 上 高 8,997 460 9,458 

Ⅱ 連 結 売 上 高   57,994 

Ⅲ 

 

連 結 売 上 高 に 占 め る 

海 外 売 上 高 の 割 合 
15.5％ 0.8％ 16.3％

 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） （百万円未満切捨） 

  ア ジ ア 米国 欧州 そ の 他 計 

Ⅰ 海 外 売 上 高 12,772 27,946 12,870 9,245 62,834 

Ⅱ 連 結 売 上 高     145,702 

Ⅲ 

 

連結売上高に占める 

海外売上高の割合 
8.8％ 19.2％ 8.8％ 6.3％ 43.1％

 

(注)1. 国又は地域の区分の方法 

    地理的近接度により区分しております。 

2. 各区分に属する主な国または地域 

(1) アジア ････ タイ国、中国、韓国 等 

(2) 米国  ････ アメリカ合衆国 

(3) 欧州  ････ ドイツ、フランス、イギリス 等 

(4) その他 ････ カナダ、メキシコ、中東、アフリカ 等 

3. 当連結会計事業年度より、株式の取得により新たに完全子会社となったメタルダイン社の販売先（市

場）を勘案し、米国及び欧州の区分を追加しております。 

4. 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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関連当事者との取引 
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) 親会社                                   （百万円未満切捨） 

関係内容 
属 性 会社等の名称 住所 資本金 

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 科目 期末残高

担保提供 

(注)1 
22,929 － －

資金の借入 3,000 － －

当社株式の 

取得 
3,000 － －親会社 

RHJｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

SA/NV 

ﾍﾞﾙｷﾞｰ王国 

ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ 
223,097 持株会社

（被所有）

直接63.1
兼任１名 － 

M&Aｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ

費用 
262 未払金 262

(注)1. 当社の銀行借入に対して、有価証券の担保提供を受けております。 

なお、取引金額には、借入金額を記載しております。 

2. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

3. 取引条件及び取引条件の決定方針等 

上記会社との取引は、市場動向及び同社の希望価格をもとに個々の交渉の上決定しております。 

 

(2) 役員及び個人主要株主等                           （百万円未満切捨） 

関係内容 
属 性 

会社等 

の名称 
住所 資本金

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 科目 期末残高

役員及びその近親者が

議決権の過半数を所有

している会社等(当該会

社等の子会社を含む) 

(有)入交 

昭一郎 

東京都 

小金井市 
3 

経営ｺﾝｻﾙ

ﾃｨﾝｸﾞ 
－ 兼任１名 － 

出向者 

人件費 
4 － －

(注)1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等 

上記会社との取引は、市場動向及び同社の希望価格をもとに個々の交渉の上決定しております。 

 

(3) 子会社等                                  （百万円未満切捨） 

関係内容 
属 性 

会社等 

の名称 
住所 資本金 

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 科目 期末残高

利息の受取 13 － －

子会社 
テクノ 

メタル㈱ 

福島県 

二本松市 
1,940 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄・普通鋳物・鉄

鍛造・ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄの製造販

売、機械加工、ｻﾌﾞｱｾﾝﾌﾞﾘ

（所有）

直接66.0
兼任５名 ― 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ 

費用及び 

ﾘﾌｧｲﾅﾝｽ費用の

分担金の受領 

202 － －

(注)1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等 

上記会社との取引は、市場動向及び同社の希望価格をもとに個々の交渉の上決定しております。 

3. 上記会社については、前連結会計年度は貸借対照表のみ連結しているため、関連当事者との取引とし

ては連結財務諸表上消去されない損益取引のみ記載しております。 
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当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

(1) その他の関係会社及び法人主要株主等                     （百万円未満切捨） 

関係内容 
属 性 会社等の名称 住所 資本金 

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 科目 期末残高

自己株式の 

無償譲受 

(注)2 

－ － －
その他の 

関係会社 

(注)1 

RHJｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

SA/NV 

ﾍﾞﾙｷﾞｰ王国 

ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ 
193,095 持株会社 

（被所有）

直接37.0
兼任１名 － 

担保提供 

(注)3 
19,382 － －

(注)1. 前連結会計年度まで当社の親会社RHJｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ SA/NVは、当社普通株式の海外における募集の実施に

よりRHJｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ SA/NVの当社議決権保有割合が相対的に減少したため、平成19年３月５日付で「親

会社」から「その他の関係会社」に変更となりました。 

2. 平成19年１月11日に第三者割当により発行した当社普通株式のうち、他の株主との合意に基づく払込

金額の実質的調整のため、平成19年３月23日にRHJｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ SA/NVより当社普通株式304,924株を無

償譲受されております。 

3. 当社の銀行借入に対して、有価証券の担保提供を受けております。 

なお、取引金額には、借入金額を記載しております。 

 

(2) 役員及び個人主要株主等                           （百万円未満切捨） 

関係内容 
属 性 

会社等 

の名称 
住所 資本金

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 科目 期末残高

出向者 

人件費 
4 － －

事務所 

賃借料 
1 未払費用 1

役員及びその近親者が

議決権の過半数を所有

している会社等(当該会

社等の子会社を含む) 

(有)入交 

昭一郎 

東京都 

小金井市 
3 

経営ｺﾝｻﾙ

ﾃｨﾝｸﾞ 
－ 兼任１名 － 

経費立替 1 未払費用 1

(注)1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等 

上記会社との取引は、市場動向及び同社の希望価格をもとに個々の交渉の上決定しております。 
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企 業 結 合 等 
 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

（パーチェス法適用） 

平成19年１月11日に現金による株式の取得により米国のMetaldyne Corporationを買収しております。 

 

（のれん以外の無形固定資産に配分された取得原価の金額及び加重平均償却年数） 

     

    項目  
加重平均

償却年数 
  

  テクノロジー、トレードマーク 33,900 百万円 20 年  

  カスタマー・コントラクト等 26,860  15   

   合計 60,760     

       

なお、一部の項目において、連結財務諸表作成時点における入手可能な合理的な情報等に基づき暫定的な会

計処理を行っているため、取得原価の配分は完了しておりません。 
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１ 株 当 た り 情 報 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 161.69円 １株当たり純資産額 190.39円 

１株当たり当期純損失 3.74円 １株当たり当期純損失 6.40円 

(注) 1. 前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式

は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

2. １株当たり当期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）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日）

１株当たり当期純損失金額  

当期純損失（百万円） 282 665 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 50 325 

（内、Ａ種優先株式配当金（百万円）） 50 50 

（内、Ｂ種優先株式配当金（百万円）） － 74 

（内、Ｃ種優先株式配当金及び償還差
額当期負担分（百万円）） 

－ 200 

普通株式に係る当期純純損失（百万円） 332 991 

期中平均普通株式数（千株） 60,196 99,162 

期中平均転換株式数（千株） 28,687 55,668 

期中平均株式数（千株） 88,883 154,830 

希薄化効果を有しないため、潜在株式 

調整後１株当たり当期純利益の算定に 

含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 
株主総会の特別決議日 
 平成16年６月29日 
 新株予約権（2,367,576個）
株主総会の特別決議日 
 平成17年６月29日 
 新株予約権（1,340,000個）

新株予約権 
臨時株主総会の特別決議日 
 平成18年11月16日 
 新株予約権（3,031,835個）
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5. 個別財務諸表
(1) 貸借対照表

前事業年度 当事業年度 増　減

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） （△印減）

　　区　分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）

 （資産の部）

Ⅰ

1. 現金及び預金 2,468 3,346 878 

2. 受取手形 1,361 1,502 140 

3. 売掛金 10,799 11,365 566 

4. 製品 2,405 2,504 99 

5. 原材料 1,269 1,273 3 

6. 仕掛品 1,245 1,078 △ 167 

7. 貯蔵品 190 196 6 

8. 前払費用 73 74 0 

9. 関係会社短期貸付金 2,056 2,189 132 

10. 繰延税金資産 － 1,214 1,214 

11. その他 901 472 △ 428 

貸倒引当金 △ 36 △ 32 3 

流動資産合計 22,735 41.9 25,185 22.7 2,450 

Ⅱ

1. 有形固定資産

(1)建物 2,552 2,481 △ 70 

(2) 構築物 866 832 △ 33 

(3) 機械及び装置 2,394 2,643 248 

(4) 車両運搬具 29 30 0 

(5) 工具器具備品 1,446 1,137 △ 309 

(6) 土地 8,990 8,965 △ 25 

(7) 建設仮勘定 298 375 76 

16,579 30.5 16,465 14.9 △ 113 

2. 無形固定資産

(1)ソフトウエア 599 483 △ 116 

(2) その他 9 8 △ 1 

609 1.1 492 0.4 △ 117 

3. 投資その他の資産

(1)投資有価証券 179 224 44 

(2) 関係会社株式 8,286 8,331 44 

(3) 関係会社出資金 143 54,329 54,185 

(4) 関係会社長期貸付金 4,979 4,450 △ 529 

(5)
破産債権、再生債権、
更生債権、その他
これらに準ずる債権

189 201 12 

(6) 長期前払費用 15 3 △ 11 

(7) 前払年金費用 664 683 19 

(8) 繰延税金資産 － 158 158 

(9) その他 108 117 9 

貸倒引当金 △ 203 △ 213 △ 9 

14,362 26.5 68,287 61.8 53,924 

固定資産合計 31,551 58.1 85,245 77.1 53,693 

Ⅲ 繰延資産

1. 株式交付費 － 212 212 

繰延資産合計 － － 212 0.2 212 

54,286 100.0 110,642 100.0 56,355 資産合計

流動資産

固定資産

有形固定資産合計

無形固定資産合計

投資その他の資産合計

－52－
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前事業年度 当事業年度 増　減

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） （△印減）

　　区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）

（負債の部）

Ⅰ

1. 支払手形 2,027 2,202 175 

2. 買掛金 7,707 8,308 601 

3. 短期借入金 3,700 2,800 △ 900 

4.
１年以内返済予定の
長期借入金

400 1,300 900 

5.
１年以内返済予定の
リース債務

87 92 4 

6. 未払金 983 1,041 57 

7. 未払費用 747 756 9 

8. 未払消費税等 76 148 72 

9. 未払法人税等 47 161 113 

10. 前受金 8 13 4 

11. 預り金 51 75 24 

12. 前受収益 － 48 48 

13. 賞与引当金 526 680 154 

14. 役員賞与引当金 － 61 61 

15. 売上損失引当金 751 416 △ 335 

16. 製品補償引当金 21 14 △ 6 

17. 完成工事補償引当金 47 43 △ 3 

18. 設備関係支払手形 418 534 115 

流動負債合計 17,602 32.4 18,698 16.9 1,095 

Ⅱ

1. 長期借入金 16,600 15,282 △ 1,318 

2. 長期リース債務 340 248 △ 92 

3. 繰延税金負債 27 － △ 27 

4.
再評価に係る
繰延税金負債

2,822 2,816 △ 6 

5. 退職給付引当金 1,625 1,580 △ 44 

6. 役員退職慰労引当金 78 126 48 

7. 環境対策引当金 － 140 140 

8. その他 454 358 △ 96 

固定負債合計 21,949 40.5 20,553 18.6 △ 1,395 

負債合計 39,552 72.9 39,251 35.5 △ 300 

固定負債

流動負債

－53－
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前事業年度 当事業年度 増　減

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） （△印減）

　　区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）

（資本の部）

Ⅰ 資本金 7,218 13.3 － － －

Ⅱ 資本剰余金

資本準備金 8,142 － －

資本剰余金合計 8,142 15.0 － － －

Ⅲ 利益剰余金

1. 利益準備金 760 － －

2. 任意積立金

別途積立金 3,904 － －

3. 当期未処理損失 8,371 － －

利益剰余金合計 △ 3,706 △ 6.8 － － －

Ⅳ 土地再評価差額金 3,052 5.6 － － －

Ⅴ その他有価証券評価差額金 40 0.0 － － －

Ⅵ 自己株式 △ 14 △ 0.0 － － －

資本合計 14,734 27.1 － － －

54,286 100.0 － － －

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

1. 資本金 － － 34,384 31.1 －

2. 資本剰余金

　　資本準備金 － 35,308 －

資本剰余金合計 － － 35,308 31.9 －

3. 利益剰余金

(1) 利益準備金 － 760 －

(2) その他利益剰余金

　　別途積立金 － 3,904 －

　　繰越利益剰余金 － △ 6,170 －

利益剰余金合計 － － △ 1,506 △ 1.4 －

4. 自己株式 － － △ 17 △ 0.0 －

株主資本合計 － － 68,169 61.6 －

Ⅱ 評価・換算差額等

1.
その他有価証券
評価差額金

－ － 68 0.1 －

2. 土地再評価差額金 － － 3,044 2.7 －

評価・換算差額等合計 － － 3,112 2.8 －

Ⅲ 新株予約権 － － 108 0.1 －

純資産合計 － － 71,390 64.5 －

負債純資産合計 － － 110,642 100.0 －

負債資本合計

－54－
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(2) 損益計算書

前事業年度 当事業年度

増　減
（△印減）

百分比
(％)

百分比
(％)

金　額（百万円）

Ⅰ 47,720 100.0 49,548 100.0 1,827 

Ⅱ 42,101 88.2 42,926 86.6 825 

Ⅲ 売上損失引当金取崩額（△） △ 350 △ 0.7 △ 335 △ 0.6 14 

売上総利益 5,969 12.5 6,957 14.0 988 

Ⅳ 4,821 10.1 5,259 10.6 438 

営業利益 1,148 2.4 1,698 3.4 549 

Ⅴ

1. 受取利息 28 207 

2. 受取配当金 20 21 

3. 雑収入 72 121 0.3 43 272 0.6 151 

Ⅵ

1. 支払利息 494 569 

2. 雑損失 217 711 1.5 255 824 1.7 112 

経常利益 557 1.2 1,146 2.3 588 

Ⅶ

1. 固定資産売却益 72 26 

2. 受取保険金 － 10 

3. その他 11 83 0.2 4 41 0.1 △ 41 

Ⅷ

1.
過年度役員退職慰労
引当金繰入額

－ 21 

2. 固定資産処分損 221 164 

3. 減損損失 575 8 

4. 環境対策引当金繰入額 － 140 

5.
アドバイザリー費用及び
リファイナンス費用

646 －

6. その他 0 1,444 3.0 － 334 0.7 △1,110 

税引前当期純利益
又は純損失（△）

△ 803 △ 1.7 853 1.7 1,657 

法人税、住民税及び
事業税

81 85 

法人税等調整額 △ 160 △ 79 △ 0.2 △1,423 △1,338 △ 2.7 △1,259 

当期純利益又は
純損失（△）

△ 724 △ 1.5 2,192 4.4 2,916 

前期繰越損失 7,890 － －

土地再評価差額金取崩額 243 － －

当期未処理損失 8,371 － －

自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日

自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日

金   額（百万円）金   額(百万円）

特別利益

区分

売上高

売上原価

販売費及び一般管理費

営業外収益

営業外費用

特別損失

－55－
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株主資本等変動計算書
当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

別途
積立金

繰越利益
剰余金

7,218 8,142 8,142 760 3,904 △ 8,371 △ 3,706 △ 14 11,640

事業年度中の変動額

新株の発行 27,165 27,165 27,165 54,331

土地再評価差額金の取崩 8 8 8

当期純利益 2,192 2,192 2,192

自己株式の取得 △ 3 △ 3

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
　　　　　（純額）

27,165 27,165 27,165 － － 2,200 2,200 △ 3 56,528

34,384 35,308 35,308 760 3,904 △ 6,170 △ 1,506 △ 17 68,169

その他
有価証券
評価差額金

土地
再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

40 3,052 3,093 － 14,734

事業年度中の変動額

新株の発行 54,331

土地再評価差額金の取崩 8

当期純利益 2,192

自己株式の取得 △ 3

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
　　　　　（純額）

27 △ 8 18 108 127

27 △ 8 18 108 56,656

68 3,044 3,112 108 71,390

株主資本

新株
予約権

資本金 資本
準備金

資本
剰余金
合計

資本剰余金 利益剰余金

利益
準備金

株主資本
合計

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

自己
株式

事業年度中の変動額
合計　　　　（百万円）

平成19年３月31日　残高
　　　　　　（百万円）

平成18年３月31日　残高
　　　　　　（百万円）

評価・換算差額等

平成18年３月31日　残高
　　　　　　（百万円）

事業年度中の変動額
合計　　　　（百万円）

平成19年３月31日　残高
　　　　　　（百万円）

純資産
合計

－56－
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式･･･････････移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの･･･････････････････････決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部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。） 

時価のないもの･･･････････････････････移動平均法による原価法 

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法････････総平均法による原価法 

3. デリバティブ等の評価基準及び評価方法････時価法 

4. 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

 建物（建物附属設備を除く）及び 

 工具器具備品に含まれる金型･････････定額法 

 その他･････････････････････････････定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物     10～50年 

機械装置   ４～12年 

工具器具備品 ２～６年 

無形固定資産 

 ソフトウェア･･･････････････････････社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法 

 その他･････････････････････････････定額法 

投資その他の資産 

 長期前払費用････････････････････････定額法 

5. 繰延資産の処理方法 

株式交付費･･･････････････････････････月数を基準とした３年間の定額法により償却しております。 

6. 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金････････････････売上債権、貸付金等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

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････････････････従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額基準により計上しておりま

す。 

(3) 役員賞与引当金････････････役員の賞与支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。 

(4) 売上損失引当金････････････継続受注品のうち、車種別に売上損益を計算した結果、損失となる製品

売上について、その売上損失の発生に備えるため、当事業年度末後６ヶ

月間を対象に、外部調査会社の車種別生産予測データ等を用いて見積も

った当該車種別の生産台数に、当事業年度末時点の車種別・台当たり売

上損失を乗じた見込額を計上しております。なお、受注環境の変化を踏

まえて、当事業年度より見積対象期間を１年間から６ヶ月間に変更いた

しました。 

(5) 製品補償引当金････････････販売製品に対して将来発生するクレームに対応するため、過去の実績を

基準にして製品補償引当金を計上しております。 

(6) 完成工事補償引当金････････完成工事に関する瑕疵担保の費用に備えるため、過去の補償実績割合に

基づいて計上しております。 

(7) 退職給付引当金････････････従業員の退職給付に備えるため、当期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、その発生時の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。 

(8) 役員退職慰労引当金････････役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額の
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100%を計上しております。 

(9) 環境対策引当金････････････ポリ塩化ビフェニル（PCB）の処分等に係る支出に備えるため、処理費用

の見積額を計上しております。 

7. 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、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。 

8. 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て処理しております。 

9. その他財務諸表作成のための重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税等の処理方法は税抜方法を採用しております。 

(2) 売上高の計上基準 

    完成工事高の計上に関して、長期請負工事（請負金額１億円以上かつ工期１年以上）については、工

事進行基準によっております。なお、当事業年度における工事進行基準による完成工事高は1,858百万

円であります。 

 

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 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

業会計基準委員会 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。従来の資本の

部の合計に相当する金額は71,281百万円であります。なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第８

号 平成17年12月27日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日）を適用しております。これによる営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益に与える影響は108百万円であります。 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第19

号 平成18年８月11日）を適用しております。これにより、従来は株式交付費を支出時の費用として処理し

ておりましたが、当事業年度より企業規模の拡大のために行う資金調達などの財務活動に係る株式交付費に

ついては繰延資産に計上することとしました。この変更は、当事業年度において米国Metaldyne Corporation 

の買収による完全子会社化と同社の既存借入金の返済のため多額の資金調達を行い、これに伴う株式交付費

が多額であることからその支出の効果の及ぶ期間にわたって費用配分するものであります。この変更により、

従来と同一の基準によった場合に比べ、営業外費用として計上していた株式交付費は212百万円減少し、経常

利益及び税引前当期純利益は、それぞれ同額多く計上されております。 

（役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 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。従来より費用処理していたため、これによる営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益に与える影響はありません。なお、貸借対照表については前事業年度まで「未払費用」に含めて

表示しておりましたが、当事業年度より「役員賞与引当金」として区分掲記しております。 
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追加情報 

（スプレッド方式による新株発行） 

平成19年３月５日付欧州を中心とする海外市場（ただし、米国を除く。）における募集による当社普通株式

の発行は、引受会社が引受価額で買取引受を行い、これを引受価額と異なる発行価格で一般投資家に販売す

るスプレッド方式によっております。これにより、発行価格と引受価額との差額353百万円が事実上の引受手

数料となっております。 
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注 記 事 項 
（貸借対照表関係） 

  前事業年度 当事業年度  

1. 関係会社に対する主な資産・負債    

  受取手形及び売掛金 146 百万円 211 百万円  

  未収入金 725  238   

  支払手形及び買掛金 1,968  2,189   

     

2. 有形固定資産の減価償却累計額 27,374  23,165   

     

3. 担保資産及び担保付債務    

 担保に供している資産の額    

  現金及び預金 2,200  2,261   

  受取手形 1,361  1,502   

  売掛金 216  635   

  製品 2,405  2,504   

  原材料 1,269  1,273   

  仕掛品 1,245  1,078   

  貯蔵品 190  196   

  短期貸付金 2,056  2,189   

  未収入金 10  －   

  建物 2,523  2,345   

  構築物 835  805   

  機械及び装置 2,333  2,626   

  車両運搬具 29  －   

  工具器具備品 243  289   

  土 地 8,901  8,882   

  投資有価証券 161  206   

  関係会社株式 8,281  8,331   

  長期貸付金 4,979  4,450   

  関係会社出資金 －  53,912   

  合 計 39,245  93,492   

 上記に対応する債務    

  短期借入金 3,700  2,800   

  １年以内返済予定の長期借入金 400  1,300   

  長期借入金 16,600  15,282   

  合 計 20,700  19,382   

      

4. 土地再評価     

 

「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一

部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評

価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

  

再評価の方法･･･････････････････土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第

119号）第２条第３号に定める固定資産税評価額に基づき、合理的

な調整を行い算出しております。 

再評価を行った年月日････････････平成14年３月31日 

 
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

  前事業年度 当事業年度  

   1,479 百万円 1,832 百万円  
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5. 偶発債務      

 (1) 保証債務    

  関係会社及び従業員の金融機関からの借入金等に対する保証  

  前事業年度 当事業年度  

  関係会社 3,231 百万円 4,168 百万円  

  従業員 0  －   

  合 計 3,232  4,168   

 (2) テクノメタル㈱株式の追加購入について     

  

当社は、ビジネス領域の拡大及び業務効率の向上を目的として、平成18年２月28日に三菱ふそうトラ

ック・バス㈱との間で、その100％子会社であるテクノメタル㈱（旧 三菱ふそうテクノメタル㈱）の

株式の取得に関する契約を締結し、128,000株（66%）を取得いたしました。この契約には、締結後の

18ヶ月目から36ヶ月目の間に三菱ふそうトラック・バス㈱が所有するテクノメタル㈱の残りの持分を

当社が一定の価格（現金もしくは株式交換）で追加取得するという内容の株式買取条項が含まれてお

ります。 

なお、平成19年２月27日に三菱ふそうトラック・バス㈱より、平成19年８月29日付でテクノメタル㈱

の残りの持分を1,670百万円で売却する旨の通知を受領しております。 

 (3) ㈱バンテックからの訴訟事件について     

  

平成17年12月26日付で当社の物流業務の委託先でありました㈱バンテックから２億95百万円の物流業

務委託代金請求訴訟の提起を受けました。これに対して、当社は５億48百万円の反訴を提起いたしま

した。当社は、裁判において当社の正当性を主張し争っていく方針であります。 

     

6. 当座借越契約及びコミットメントに係る借入金未実行残高    

  前事業年度 当事業年度  

  当座借越極度額 7,500 百万円 7,500 百万円  

  借入実行残高 3,700  2,800   

  差引額 3,800  4,700   

      

7. 配当制限    

 

当社の配当の支払は、その支払後、下記注8.の財務制限条項に抵触しないこと並びに債務不履行事由及び潜

在的債務不履行事由（ただし、軽微なもので、かつ別途定める治癒期間内に治癒されると合理的に見込まれ

る潜在的債務不履行事由を除く）は一切発生しておらず、かつその支払によりそれらの事由が生じないこと

が条件となっております。 

       

8. 財務制限      

 

当事業年度末の借入金のうち、㈱あおぞら銀行・㈱三井住友銀行・㈱東京スター銀行・㈱みずほコーポレー

ト銀行によるシニアローン、㈱あおぞら銀行による劣後ローンには、連結キャッシュ・フローや連結利益水

準などの財務制限条項が付されております。所定の水準を達成できなかった場合は誓約違反となり、㈱あお

ぞら銀行の通知または催告により、当社は本契約上の債務の期限の利益を失い、直ちにこれを弁済しなけれ

ばならないことになっております。 

なお、各財務制限条項は、平成19年１月11日付で買収し、完全子会社となった米国メタルダイン・ホールデ

ィングス・エルエルシー、メタルダイン社及びその子会社を含まない連結決算数値に基づいて検証されるこ

ととなっております。 

       

9. 期末日満期手形の処理      

 
手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次

の満期手形が当事業年度末残高に含まれております。 

  前事業年度 当事業年度  

  受取手形 － 百万円 131 百万円  

  支払手形 －  311   

  設備支払手形 －  40   
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（損益計算書関係） 

  前事業年度 当事業年度  

1. 関係会社との取引高     

  （営業外収益）    

  受取利息 26 百万円 206 百万円  

  受取配当金 16  15   

  雑収入 28  14   

  （特別利益）    

  固定資産売却益 50  16   

  （特別損失）    

  ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ費用及びﾘﾌｧｲﾅﾝｽ費用 262  －   

      

2. 販売費及び一般管理費中の主要な費用及び金額     

  荷造費、運賃 1,579  1,383   

  給料賃金、賞与手当 1,073  1,042   

  賃借料 174  146   

  貸倒引当金繰入額 8  10   

  賞与引当金繰入額 135  191   

  役員賞与引当金繰入額 －  61   

  退職給付費用 85  79   

  役員退職慰労引当金繰入額 34  87   

  減価償却費 127  203   

      

3. 一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費     

   526  534   

     

4. 固定資産売却益の内容    

  機械及び装置売却益 55  15   

  土地売却益 16  7   

  その他 0  4   

  合 計 72  26   

     

5. 固定資産処分損の内容    

  建物除却損 2  5   

  機械及び装置除却損 128  42   

  工具器具備品除却損 62  76   

  その他除却損 12  1   

  その他売却損 6  0   

  固定資産撤去費用 9  37   

  合 計 221  164   

6. 減損損失      

 
当社は、当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。 

当社は、管理会計上の事業ごと、または物件ごとに資産のグルーピングを行っております。 

 用途 種類 場所 減損損失   

 遊休資産 土地 静岡県菊川市 8百万円   

 

上記遊休資産については、将来の用途が定まっていないため、減損損失を特別損失に計上しました。 

回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は、不動産鑑定評価額により算定してお

ります。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）  

 自己株式の種類及び株式数に関する事項  

 

前事業年度末 

株式数 

（千株）

当事業年度 

増加株式数 

（千株）

当事業年度 

減少株式数 

（千株） 

当事業年度末 

株式数 

（千株）

 普通株式   (注) 82 316 － 399

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加316千株は、RHJｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙからの無償譲受による増加304千株、単元

未満株式の買取による増加11千株であります。 
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リ ー ス 取 引 
 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19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 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残

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、減損損失累計額相当額及び期末残

高相当額 

有形 

固定資産 

無形 

固定資産 

 工具器具 

備品 

（百万円） 

ソフト 

ウェア 

（百万円） 

合計 

（百万円）

取得価額 

相当額 
21 13 34

減価償却 

累計額 

相当額 

20 11 31

期末残高 

相当額 
1 2 3

 (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。 

有形固定資産 

 
工具器具備品 

（百万円） 

合計 

（百万円） 

取得価額相当額 6 6

減価償却累計額

相当額 
5 5

期末残高相当額 0 0

 (注) 同左 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 3百万円

 １年超 －百万円

 合計 3百万円

 (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。  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 0百万円

 １年超 0百万円

 合計 0百万円

 (注) 同左 

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、

減価償却費相当額及び減損損失 

 支払リース料 8百万円

 減価償却費相当額 8百万円
 

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、

減価償却費相当額及び減損損失 

 支払リース料 4百万円

 減価償却費相当額 4百万円
 

 (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 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について） 

   同左 

 

有 価 証 券 
 前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）及び当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平

成19年３月31日）のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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税効果会計に係る注記 
 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  前事業年度 当事業年度 

  （平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

 (繰延税金資産)   

  賞与引当金 209 百万円 265 百万円 

  減価償却費 110  396  

  金型有姿除却否認 219  222  

  退職給付引当金 382  356  

  関係会社株式評価損 676  676  

  ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ費用及びﾘﾌｧｲﾅﾝｽ費用 220  171  

  売上損失引当金 298  165  

  リース資産（機械装置）廃却損 180  147  

  税務上の繰越欠損金 1,863  1,604  

  その他 797  576  

 繰延税金資産小計 4,959  4,583  

 評価性引当額 △4,959  △3,165  

 繰延税金資産合計 －  1,417  

 (繰延税金負債)    

  その他有価証券評価差額金 △  27  △  44  

 繰延税金負債合計 △  27  △   44  

 繰延税金資産(負債)の純額 △  27  1,372  

     

 (再評価に係る繰延税金資産)   

 再評価に係る繰延税金資産 487  486  

 評価性引当額 △ 487         △  486  

 再評価に係る繰延税金負債 △2,822  △2,816  

 再評価に係る繰延税金資産(負債)の純額 △2,822  △2,816  

     

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

  前事業年度 当事業年度 

  （平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

 法定実効税率 39.75 ％ 39.75 ％ 

 （調整）   

 交際費等永久に損金に算入されない項目 △ 1.82  6.62  

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.07  △0.11  

 控除不能源泉税（外国税等） －  8.39  

 住民税均等割 △ 2.01  1.60  

 評価性引当額 △26.12  △213.06  

 その他 －  △0.05  

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.87  △156.86  

    

     

 



旭テック㈱ (5606) 平成19年３月期決算短信 

 －66－

１ 株 当 た り 情 報 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 151.75円 １株当たり純資産額 182.81円 

１株当たり当期純損失金額 8.71円 １株当たり当期純利益金額 12.06円 

潜在株式調整後 
１株当たり純利益 

－ 潜在株式調整後 
１株当たり純利益 

11.26円 

(注) 1. 前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１

株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

2. １株当たり当期純利益金額又は純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日）

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額又は 
純損失金額（△） 

 

当期純利益又は純損失（△）（百万円） △724 2,192 

普通株主に帰属しない金額 50 325 

（内、Ａ種優先株式配当金（百万円）） 50 50 

（内、Ｂ種優先株式配当金（百万円）） － 74 

（内、Ｃ種優先株式配当金及び償還差
額当期負担分（百万円）） 

－ 200 

普通株式に係る当期純利益又は 
純損失（△）（百万円） 

△774 1,866 

期中平均普通株式数（千株） 60,196 99,162 

期中平均転換株式数（千株） 28,687 55,668 

期中平均株式数（千株） 88,883 154,830 

潜在調整後１株当たり当期純利益金額  

 当期純利益調整額（百万円） － 325 

 普通株式増加数（千株） － 39,922 

 （内、新株予約権（千株）） － 1,447 

 （内、Ｃ種優先株式（千株）） － 38,474 

希薄化効果を有しないため、潜在株式 

調整後１株当たり当期純利益の算定に 

含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 
株主総会の特別決議日 
 平成16年６月29日 
 新株予約権（2,367,576個）
株主総会の特別決議日 
 平成17年６月29日 
 新株予約権（1,340,000個）

新株予約権 
臨時株主総会の特別決議日 
 平成18年11月16日 
 新株予約権（3,031,835個）

 



役 員 の 異 動 
 
 
当社が平成 19 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会に提案する新任取締役候補及び同定時

株主総会限りで退任予定の取締役は、それぞれ次のとおりです。 
 
 (1) 新任取締役候補（＊印は会社法上の社外取締役） 

石井英夫（現 旭テック株式会社 顧問） 
小室徹夫＊（現 三井物産株式会社 機械本部 建機・産業システム部長） 
嶋田慎一郎＊（現 トランスフレート LLC チーフ・エグゼクティブ・オフィサー ） 
倉重英樹＊（現 RHJI インダストリアル・パートナーズ・アジア 代表取締役社長） 

 
(2) 退任予定取締役 

高野 明 
大熊裕明 

 
以 上 

別紙  




