
―１― 

平成１９年３月期  決 算 短 信 
 

平成１９年５月２５日 

上 場 会 社 名         中日本鋳工株式会社        上場取引所   名証二部 

コ ー ド 番 号           ６４３９                  ＵＲＬ  http://www.nakachuko.co.jp 

代  表  者 （役職名）取締役社長  （氏名）鳥居 祥雄 

問合せ先責任者 （役職名）取締役総務部長（氏名）平岩  剛    ＴＥＬ (0563)  55 － 4455     
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（百万円未満切捨て） 
１．19 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 
18 年３月期 

4,270   11.9 
3,817    0.4 

△555    － 
△110    － 

△606    － 
△87    － 

807   － 
19   － 

 

 
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 
18 年３月期 

42. 41  
1. 00 

－  － 
－  － 

24.8  
0.7 

△9.8  
△2.0 

△13.0  
△2.9 

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

7,360 
4,980 

3,648 
2,852 

49.6 
57.3 

191. 81   
149. 81 

(参考) 自己資本       19年３月期 3,648百万円   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 
18 年３月期 

△170   
△81   

344   
△446   

568   
491   

1,124   
381   

 
 
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 ％ ％ 

19 年３月期 
18 年３月期 

0. 00 
0. 00 

0. 00 
0. 00 

0. 00 
0. 00 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

20 年３月期 
（予想） 0. 00 0. 00 0. 00  －  

 
 
３．20 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 
通    期 

2,250  10.5 
4,350    1.9 

△50   － 
50   － 

△60   － 
30   － 

△65   － 
20 △97.5 

△3. 41  
1. 05  
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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）   無 
 
(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   無 
(注)詳細は、18ページ「会計方針の変更」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 19,110,000 株  18 年３月期 19,110,000 株 
②期末自己株式数  19 年３月期   88,520 株  18 年３月期   68,246 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、29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 
 

１.19 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 
18 年３月期 

4,235    11.9 
3,785     0.3 

△545   ― 
△83   ― 

△599    ― 
△62    ― 

806   ― 
19   ―  

 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 
18 年３月期 

42. 38   
0. 99 

－  － 
－  －  

(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 
18 年３月期 

7,333 
4,951 

3,647 
2,852 

49.7 
57.6 

191. 78   
149. 81 

(参考) 自己資本       19 年３月期 3,647 百万円   18 年３月期  －百万円   
２．20 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 
通    期 

2,230  10.5 
4,300   1.5 

△50   ― 
50   ― 

△60   ― 
30   ― 

△60   ― 
20 △97.5 

△3. 15 
1. 05 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。 

２．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実

際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記の業績予

想に関する事項は、決算短信の参考資料をご参照ください。 
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Ⅰ. 経営成績 
（１）経営成績に関する分析 

   ①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出の拡大と好調な企業収益を背景とした設備投資の

拡大などに支えられ緩やかながらも景気は回復基調をたどりました。その一方で、原油価格や資

材価格の高騰による企業業績に与える影響が懸念される状況で推移いたしました。 

  当社グループをとりまく経営環境は、鉄スクラップをはじめとして鋳物原材料費の高値継続に

加えて、販売価格の安値継続により極めて苦しい経営を強いられております。 

   このような情勢下、営業面につきましては、鋳物事業において新規取引先発掘、部品絞込みに

よる重点営業に懸命な受注活動を展開してまいりました結果、油圧部品をはじめとして自動車部

品、汎用エンジン部品の売上が好調に推移し全体で前年度に比し増加となりました。また、メン

テナンス事業において、新規市場の開拓、既存取引先への積極的な販売活動の展開を実施したも

のの当初の計画には到っておりません。それらの結果、当社グループの売上高は、4,270百万円

と前年度に比べ453百万円、率にして11.9%の増収となりました。利益面につきましては、鋳物事

業において本社工場移転および生産設備新設、新旧工場並行生産等による諸経費の増加、原材料

（鉄スクラップ）の急激な上昇に見舞われました。メンテナンス事業も人件費および販売経費を

吸収するまでに到らず、606百万円の経常損失を計上することとなりました。また、当期純利益

につきましては、固定資産の処分損256百万円、投資有価証券評価損38百万円等がありましたも

のの固定資産売却益1,666百万円、投資有価証券売却益57百万円の計上により807百万円となりま

した。 

 

   ②次期の見通し 

国内の経済見通しにつきましては、原油・銅・鉄等の原材料価格の高騰、金利の上昇、為替の

変動懸念等、なお予断を許さない状況が続くものと思われます。 

当社グループはこのような厳しい環境のもと、鋳物事業につきましては、新工場移転後の中期

３ヶ年計画を基に高付加価値製品の受注活動、生産活動の強化に取組んでまいります。また、メ

ンテナンス事業につきましては、既存取引先の販売高増に重点を置き活動してまいります。 

通期の連結業績見通しにつきましては、連結売上高は4,350百万円、連結経常利益は30百万円、

当期純利益は20百万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、負債および純資産の状況 

     （資産） 

当連結会計年度末における流動資産は前連結会計年度末と比較し、774百万円増加の3,147百万

円となりました。これは、主に現金及び預金、受取手形及び売掛金がそれぞれ743百万円、78百万

円増加する一方、たな卸資産が95百万円減少したことによるものであります。 

 当連結会計年度末における固定資産は前連結会計年度末と比較し、1,605百万円増加の4,212百

万円となりました。これは、主に建物及び機械装置等、2,396百万円が増加したことによるもので

あります。 

この結果、当連結会計年度末における総資産は7,360百万円となり、前連結会計年度末と比較し、

2,379百万円増加いたしました。 

    （負債） 

当連結会計年度末における流動負債は前連結会計年度末と比較し、1,723百万円増加の2,648百

万円となりました。これは、主に短期借入金、支払手形及び買掛金、未払金がそれぞれ590百万円、

349百万円、120百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、当連結会計年度末における負債合計は3,711百万円となり、前連結会計年度末と比較

し、1,584百万円増加いたしました。 

（純資産） 

 当連結会計年度末における純資産は3,648百万円となりました。これは主に当期純利益の増加に

よる利益剰余金が807百万円増加したことによるものであります。 

 

 

 

 

  ②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」は、170百万円(前年同期は81百万円の支出)の支出とな

りました。主な内訳は税金等調整前当期純利益809百万円、固定資産処分損256百万円、固定資産

売却益1,666百万円、仕入債務の増加額346百万円等であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、344百万円(前年同期は446百万円の支出)の収入とな

りました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出1,246百万円、有形固定資産の売却による収

入1,709百万円等であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、568百万円(前年同期は491百万円の収入)の収入とな

りました。主な内訳は短期借入金の純増減額590百万円等であります。 

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、743百万円増の1,124百万円となりました。 
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キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成１８年３月期 平成１９年３月期 

自己資本比率（％） ５７．３ ４９．６ 

時価ベースの自己資本比率（％） ５６．６ ３１．０ 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― 

（注）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比率：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 

１．上記表はいずれも連結ベースの財務数値により、下記の基準で算出しております。 

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

ります。 

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

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支払っているすべての負債

を対象としております。 

 

 （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、株主の皆様への長期的利益還元を重要な課題のひとつと考え、業績に対応し

た安定配当を行うことを基本としたうえで、経営基盤の強化のため内部留保に努めることを基本

方針としておりますが、近年の業績不振により配当見送りのやむなきに至っております。当期に

つきましても誠に遺憾ではございますが、配当を見送りさせて頂きたいと存じます。次期につき

ましては、財務状況や次期の業績等を総合的に勘案したうえで最終的に決定いたします。 

 

 （４）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなも

のがあり、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項として考えております。 

 

①原材料価格の変動による影響 

  当社グループで生産する鋳造品は、鉄屑を主な原材料としております。これら鉄スクラップの

需要が国際的に増加し、それに伴い品不足を背景に価格が急騰し高値継続しております。また原

油価格の値上がりによる購入資材価格の高騰が危惧されます。それらにより製造原価を大きく押

し上げており、それが製品価格に転嫁しにくく当社グループの経営成績に大きく影響を与えてお

ります。 
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     ②グループ会社による影響 

  子会社である旭メンテナンス工業の売上高および経常利益が当初の目標を下回る結果となって

おります。さらに固定資産の減損等、今後の動向によっては更に当社の経営成績に影響を与える

と思われます。 

 

     ③品質問題による影響 

  当社グループは、ISO活動を基盤に「品質保証」を経営の最重要事項の一つとしております。し

かしながら銑鉄鋳物部品の開発・製造等における品質上のリスクの全てを完全に除去することは

困難なものと認識しております。訴訟等により高額の賠償請求を受けた場合には、十分なカバー

ができないケースも想定されます。 

 

     ④人材による影響 

  当社グループの事業は有能な技術者に依存している部分があり、中高年層の定年により技術と

経験を有する者の喪失及び若年層の確保・育成等、技術の伝承が間に合わないことによる事業活

動への影響が懸念されます。 

 

     ⑤製品の変化による影響 

当社グループが得意とする従来主力製品であり、鋳造から加工・組付けまでの一貫生産製品で

あったミシン・ポンプ関係の製品が海外シフトされ、精密小物製品である油圧関係部品・自動車

関係部品等、技術的に難易度が高く品質管理レベルの高い製品への転換が求められております。 

 

⑥継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象による影響 

 新工場立上げ時の不手際、混乱から著しい生産品質の低下による不良率の上昇、生産効率の

相乗的悪化を招き、中期経営計画からの大幅な乖離を余儀なくされ、売上総損失、多額の営業

損失を計上するにいたりました。 

その対策として、生産品質の悪化の解消と新工場における操業の早期安定化を図る中期経営計

画の再策定をしました。これに基づき、新鋳造設備での品質安定ノウハウの蓄積を進めることで

不良率の改善による原価低減、受注選別による生産効率の向上、金型改修による鋳造効率の向上

により、利益計上体質へと転換していく所存であります。 

 今後の動向によっては、当社グループの経営成績に影響を与えると思われます。 
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Ⅱ. 企業集団の状況 
 

 最近の有価証券報告書（平成18年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会

社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

 

 

 

Ⅲ．経営方針 
  （１）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、銑鉄鋳物製造会社として「ものづくりを通し社会に貢献し、未来を見つめて挑

戦し、お客様に満足を提供する」を経営理念として掲げ、素形材から加工・組立までの一貫生産

体制を確立し、顧客の工程削減要請に対応するとともに、品質の向上・納期の遵守・原価低減を

常に心がけております。 

  また、長期的展望のもとに創造性を発揮し、着実な成長と収益性を追求すると共に企業として

の社会的責任を果たすことを経営の基本としております。 

 

  （２）目標とする経営指標 

 当社グループは「着実な成長と収益性の追及を図る」ことを経営方針の一つに掲げており、収

益性を重視する観点から「自己資本当期純利益率（ROE）」を目標数値とし、常に収益の改善に努

め、コストの削減意識をもって企業経営に取り組んでまいります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

  鋳物製品の軽量化による材質転換と海外調達による受注量の減少、原材料価格の高値継続、販

売価格の安値継続といった鋳造業界の動向に対処すべく、中期経営計画を策定いたしました。鋳

物事業においては、営業面で重点分野・重点製品絞込みによる高付加価値製品の積極的な受注活

動を展開するとともに製造面では、新製造設備での操業を軌道に乗せ、難易度の高い製品の製造

および生産性向上によるコスト低減・品質向上を目指します。また、メンテナンス事業につきま

しては、既存取引先への販売強化、新規取引先の販路の拡大等、営業活動の強化を図ります。 

それらを中期経営計画から年度基本計画に展開し推進しております。 

 

 （４）会社の対処すべき課題 

上記の中長期計画を達成すべく、それらを担う人材の育成に注力し、継続的な人的資源の育成

による体質強化を図る事が最大の対処すべき課題であります。 
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  連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 
 

  前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

比較増減 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

 １ 現金及び預金   381,061   1,124,089   

 ２ 受取手形及び売掛金 ※4  1,475,795   1,554,144   

 ３ たな卸資産   412,139   316,614   

 ４ その他   106,398   155,598   

 ５ 貸倒引当金   △2,600   △3,030   

   流動資産合計   2,372,795 47.6  3,147,416 42.8 774,621 

Ⅱ 固定資産         

 １ 有形固定資産 ※1        

  (1) 建物及び構築物 ※2  200,562   998,097   

  (2) 機械装置及び運搬具   278,999   1,441,943   

  (3) 工具器具及び備品   77,042   114,892   

  (4) 土地 ※2  519,639   507,104   

  (5) 建設仮勘定   500,457   10,437   

   有形固定資産合計   1,576,701 31.7  3,072,476 41.7 1,495,774 

 ２ 投資その他の資産         

  (1) 投資有価証券 ※2  1,005,902   1,114,451   

  (2) 出資金   18,080   18,080   

  (3) 破産・更生債権等   6,610   1,007   

  (4) その他   18,820   19,654   

  (5) 貸倒引当金   △18,610   △13,007   

   投資その他の資産合計   1,030,803 20.7  1,140,185 15.5 109,382 

   固定資産合計   2,607,504 52.4  4,212,661 57.2 1,605,157 

   資産合計   4,980,299 100.0  7,360,077 100.0 2,379,778 
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  前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 比較増減 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

 １ 支払手形及び買掛金   622,882   972,266   

 ２ 短期借入金 ※2  ―   590,000   

 ３ １年内返済予定 
   長期借入金 

※2  18,396   59,976   

 ４ 未払金 ※2  86,599   207,097   

 ５ 未払費用   53,689   62,345   

 ６ 未払法人税等   7,046   11,410   

 ７ 未払消費税等   12,785   360   

 ８ 賞与引当金   24,730   25,823   

 ９ 設備代支払手形   ―   696,813   

 10 その他   98,641   22,146   

   流動負債合計   924,772 18.6  2,648,239 36.0 1,723,466 

Ⅱ 固定負債         

 １ 長期借入金 ※2  506,498   446,522   

 ２ 繰延税金負債   232,109   208,584   

 ３ 退職給付引当金   90,103   71,690   

 ４ 長期未払金 ※2  373,600   326,900   

 ５ その他   500   9,654   

   固定負債合計   1,202,811 24.1  1,063,352 14.4 △139,459 

   負債合計   2,127,583 42.7  3,711,591 50.4 1,584,007 

         

         

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※3  1,437,050 28.9  ― ― ― 

Ⅱ 資本剰余金   965,788 19.4  ― ― ― 

Ⅲ 利益剰余金   86,704 1.7  ― ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   368,358 7.4  ― ― ― 

Ⅴ 自己株式 ※3  △5,185 △0.1  ― ― ― 

   資本合計   2,852,715 57.3  ― ― ― 

   負債及び資本合計   4,980,299 100.0  ― ― ― 
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  前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 比較増減 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

 １ 資本金   ― ―  1,437,050 19.5 ― 

 ２ 資本剰余金   ― ―  965,788 13.1 ― 

 ３ 利益剰余金   ― ―  893,744 12.2 ― 

 ４ 自己株式   ― ―  △7,873 △0.1 ― 

   株主資本合計   ― ―  3,288,709 44.7 ― 

Ⅱ 評価・換算差額等         

 １ その他有価証券評価 
   差額金 

  ― ―  359,776 4.9 ― 

   純資産合計   ― ―  3,648,486 49.6 ― 

   負債純資産合計   ― ―  7,360,077 100.0 ― 
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② 連結損益計算書 
 

  
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) 

比較増減 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高   3,817,304 100.0  4,270,455 100.0 453,150 

Ⅱ 売上原価   3,507,194 91.9  4,317,850 101.1 810,656 

   売上総利益 
又は売上総損失(△) 

  310,110 8.1  △47,395 △1.1 △357,505 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

 １ 荷造発送費  153,224   200,368    

 ２ 役員報酬  24,445   21,277    

 ３ 給与手当  96,016   91,559    

 ４ 賞与引当金繰入額  9,361   12,535    

 ５ 貸倒引当金繰入額  450   1,122    

 ６ 退職給付費用  3,869   5,328    

 ７ 福利厚生費  17,124   18,213    

 ８ 減価償却費  11,855   12,389    

 ９ 手数料  27,965   35,512    

 10 その他  75,918 420,232 11.0 109,711 508,018 11.9 87,785 

   営業損失   110,122 △2.9  555,413 △13.0 △445,290 

Ⅳ 営業外収益         

 １ 受取利息  69   519    

 ２ 受取配当金  11,023   12,653    

 ３ 賃貸料  10,349   8,746    

 ４ 雑収入  4,268 25,710 0.7 8,099 30,018 0.7 4,308 

Ⅴ 営業外費用         

 １ 支払利息  2,848   32,685    

 ２ 支払手数料  ―   48,094    

 ３ 雑支出  239 3,087 0.1 236 81,016 1.9 77,928 

   経常損失   87,500 △2.3  606,410 △14.2 △518,910 

Ⅵ 特別利益         

 １ 固定資産売却益 ※1 298   1,666,559    

 ２ 投資有価証券売却益  159,669   57,032    

 ３ 貸倒引当金戻入益  3,500   ―    

 ４ その他  1,902 165,370 4.3 ― 1,723,592 40.4 1,558,221 

Ⅶ 特別損失         

 １ 固定資産処分損 ※２ 7,492   256,461    

 ２ 投資有価証券売却損  9,986   8,615    

 ３ 投資有価証券評価損  12,372   38,053    

 ４ 役員退職金  ―   4,131    

 ５ 減損損失 ※３ 26,029 55,881 1.4 ― 307,261 7.2 251,379 

   税金等調整前当期純利益   21,989 0.6  809,920 19.0 787,931 

   法人税、住民税 
   及び事業税   2,886 0.1  2,880 0.1 △6 

   当期純利益   19,103 0.5  807,040 18.9 787,937 
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③ 連結剰余金計算書 
 

  
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 
注記 
番号 金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   965,788 

    

Ⅱ 資本剰余金期末残高   965,788 

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   67,601 

    

Ⅱ 利益剰余金増加高    

   当期純利益  19,103 19,103 

Ⅲ 利益剰余金期末残高   86,704 
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④ 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) 
 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,437,050 965,788 86,704 △5,185 2,484,357 

連結会計年度中の変動額      

 当期純利益   807,040  807,040 

 自己株式の取得    △2,688 △2,688 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)      

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)   807,040 △2,688 804,352 

平成19年３月31日残高(千円) 1,437,050 965,788 893,744 △7,873 3,288,709 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 368,358 368,358 2,852,715 

連結会計年度中の変動額    

 当期純利益   807,040 

 自己株式の処分   △2,688 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△8,581 △8,581 △8,581 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) △8,581 △8,581 795,770 

平成19年３月31日残高(千円) 359,776 359,776 3,648,486 
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⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
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) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

   税金等調整前当期純利益  21,989 809,920  

   減価償却費  86,052 215,197  

   減損損失  26,029 ―  

   投資有価証券売却損  9,986 8,615  

   投資有価証券売却益  △159,669 △57,032  

   投資有価証券評価損  12,372 38,053  

   固定資産処分損  7,492 256,461  

   固定資産売却益  △298 △1,666,559  

   貸倒引当金の減少額  △11,213 △5,172  

   退職給付引当金の減少額  △53,843 △18,413  

   賞与引当金の増加額  6,708 1,093  

   受取利息及び受取配当金  △11,092 △13,172  

   支払利息  2,848 32,685  

   売上債権の増加額  △28,452 △78,349  

   たな卸資産の増減額  △10,826 95,525  

   仕入債務の増減額  △6,633 346,750  

   未払金の増加額  2,004 33,132  

   未払費用の増加額  5,831 8,409  

   未払消費税等の増減額  3,449 △12,425  

   未収消費税等の増加額  ― △122,337  

   役員退職金  ― 4,131  

   その他  10,429 20,811  

    小計  △86,836 △102,675 △15,839 

   受取利息及び配当金の受取額  11,092 13,172  

   支払利息の支払額  △2,602 △33,189  

   建物解体費用の支払額  ― △40,937  

   役員退職金の支払額  ― △4,131  

   法人税等の支払額  △2,882 △2,904  

   営業活動によるキャッシュ・フロー  △81,229 △170,665 △89,435 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

   投資有価証券の償還による収入  ― 11,514  

   投資有価証券の取得による支出  △760,143 △569,022  

   投資有価証券の売却による収入  897,318 435,772  

   有形固定資産の取得による支出  △600,765 △1,246,611  

   有形固定資産の売却による収入  920 1,709,901  

   事業保険払込金の拠出  △2,297 △2,676  

   事業保険払込金の解約による収入  11,234 ―  

   長期前払費用の増加額  △4,670 △3,256  

   出資金の償還による収入  12,000 ―  

   預り保証金の受入による収入  ― 9,154  

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △446,403 344,776 791,180 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

   短期借入金の純増減額  ― 590,000  

   長期借入れによる収入  500,000 ―  

   長期借入金返済による支出  △6,286 △18,396  

   自己株式の取得による支出  △1,807 △2,688  

   財務活動によるキャッシュ・フロー  491,906 568,915 77,009 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △35,726 743,027 778,754 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  416,788 381,061 △35,726 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 381,061 1,124,089 743,027 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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) 

 

――――― 
 
 

 

当社グループは、老朽化した設備による低生産効率、

工場立地による操業制限により、継続して営業損失、マ
イナスの営業キャッシュ・フローを計上しておりました
が、従来は純資産が厚く、資産内容も健全でありまし

た。しかしながら、こうした状況の継続下においては、
純資産が減少し、財政状態に著しい影響を及ぼすことに
なるため、当社グループは当該状況を打開すべく、中期

経営計画を策定しました。これにより、創業以来初の借
入を実行し生産効率の向上、操業時間の確保を目的とし
て会社の命運を掛けた本社工場の新設投資を行ないまし

た。 
しかしながら、新工場立上げ時の不手際、混乱から

著しい生産品質の低下による不良率の上昇、生産効率

の相乗的悪化を招き、中期経営計画からの大幅な乖離
を余儀なくされ、売上総損失、多額の営業損失を計上
するにいたりました。 

これにより継続企業の前提に関する重要な疑義が存
在しております。 
当社グループは、現状の生産品質の悪化の解消と新

工場における操業の早期安定化を図る中期経営計画の
再策定をしました。これに基づき、新鋳造設備での品
質安定ノウハウの蓄積を進めることで不良率の改善に

よる原価低減、受注選別による生産効率の向上、金型
改修による鋳造効率の向上により、利益計上体質へと
転換していく所存であります。 

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお
り、上記のような重要な疑義の影響を連結財務諸表に
は反映しておりません。 
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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 
 

項目 
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 連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しております。 
 連結子会社の数     １社 

 連結子会社の名称  
株式会社旭メンテナンス工業 

子会社は全て連結しております。 
 連結子会社の数     １社 

 連結子会社の名称  
株式会社旭メンテナンス工業 

２ 連結子会社の事業年度等
に関する事項 

 連結子会社の決算日は，連結決算日
と一致しております。 

同左 

３ 会計処理基準に関する事
項 

  

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(イ)有価証券 

その他の有価証券 
   ①時価のあるもの 
     連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直
入法にて処理し，売却原価は移動
平均法により算定しておりま

す。） 

(イ)有価証券 

その他の有価証券 
   ①時価のあるもの 
     連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産
直入法にて処理し，売却原価は移
動平均法により算定しておりま

す。） 
    ②時価のないもの 

      移動平均法に基づく原価法 

     なお，有価証券の分類は「金融
商品に係る会計基準」によってお
ります。 

   ②時価のないもの 
同左 

 (ロ)たな卸資産 
①製品・半製品 

       総平均法に基づく原価法 

    ②商品・原材料・貯蔵品 
       月次移動平均法に基づく原価

法 

(ロ)たな卸資産 
①製品・半製品 

同左 

    ②商品・原材料・貯蔵品 
同左 

 (2) 重要な固定資産の減価
償却の方法 

①有形固定資産 
定率法によっております。た

だし，平成10年4月以降に取得し

た建物（建物附属設備は除く）に
ついては，定額法を採用しており
ます。 

耐用年数及び残存価額につい
ては，法人税法に規定する方法と
同一の基準によっております。 

①有形固定資産 
同左 
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項目 
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) 

 (3) 重要な引当金の計上基
準 

①貸倒引当金 
債権の貸倒損失に備えるため一

般債権については貸倒実績率によ

り，貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し，
回収不能見込額を計上しておりま

す。 

①貸倒引当金 
同左 

 

 ②賞与引当金 
      従業員賞与の支出に備えるた

め，将来の支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上してお
ります。 

②賞与引当金 
同左 

 

 ③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた
め，当連結会計年度末自己都合要支
給額による退職給付債務から年金資

産額を控除した金額を計上しており
ます。 

③退職給付引当金 

同左 

 (4) 重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については，通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっています。 

同左 

 

 (5) その他連結財務諸表作
成のための重要な事項 

消費税及び地方消費税の会計処理 
税抜方式によっております。 

消費税及び地方消費税の会計処理 
同左 

４ 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，全面時価評価法によってお
ります 

同左 

５ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は，連結会計年度

中に確定した利益処分又は損失処理に
基づいて作成しております。 

――――― 

６ 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・フロー計算書上の
資金（現金及び現金同等物）は，手許

現金，要求払預金及び容易に換金可能
であり，かつ，価格変動について僅少
なリスクしか負わない取得日から３か

月以内に満期または償還期限の到来す
る短期投資からなっております。 

同左 
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(会計方針の変更) 
 

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) 

固定資産の減損に係る会計基準 
当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する
意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指
針第６号）を適用しております。これにより営業損失及
び経常損失は1,688千円減少し，税金等調整前当期純利

益が24,341千円減少しております。 
 なお，減損損失累計額については，改正後の連結財務
諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除してお

ります。 

――――― 

――――― 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等 
 当連結会計年度から、「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月9日 企業会計基準適用指針第５号）及び「貸借対
照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会

計基準適用指針第８号）を適用しております。 
なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

3,648,486千円であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお
ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則によ
り、作成しております。 

 

 

 

 

(表示方法の変更) 
 

前連結会計年度 
(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) 

――――― 
 
 

 

（連結貸借対照表） 
 当連結会計年度から流動負債の「その他」に含めて表
示しておりました「設備代支払手形」（前連結会計  

年度19,599千円）は、負債及び純資産の合計の5／100超
となりましたので、独立科目として表示することにしま
した。 
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注記事項 

 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 4,438,713千円
※２ このうち１年内返済予定長期借入金18,396千円，

長期借入金506,498千円，未払金46,700千円及び
長期未払金373,600千円の担保として下記のとお
り提供しております 

建物 187,144千円 
土地 519,639千円 
  

※３ 自己株式の保有数 連結会社が保有する連結財務
諸表提出会社の株式の数は，
以下のとおりであります。 

普通株式 68,246株 
なお，当社の発行済株式総数
は，普通株式19,110,000株で

あります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 2,153,936千円
※２ このうち短期借入金490,000千円、１年内返済予

定長期借入金59,976千円，長期借入金446,522千
円，未払金46,700千円及び長期未払金326,900千
円の担保として下記のとおり提供しております 

建物 59,307千円 
土地 503,927千円 
投資有価証券 884,633千円 

※３ 
――――― 

※４ 
――――― 

※４ 連結会計年度末日満期手形の処理 
    連結会計年度末日満期手形は、手形交換日をも

って、決済処理をしております。従って、当連結

会計年度末日は、金融機関の休日であったため、
連結会計年度末日満期手形は、以下の科目に含ま
れております。 

受取手形 65,461千円
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(連結損益計算書関係) 
 

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 内訳は以下のとおりであります。 
土地 298千円

  

※１ 内訳は以下のとおりであります。 
土地 1,666,309千円

機械装置 250  

計 1,666,559  
  

※２ 内訳は以下のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 4,893千円
工具器具及び備品 2,599 

計 7,492 
  

※２ 内訳は以下のとおりであります。 

建物 44,293千円
構築物 10,328  
機械装置及び運搬具 97,021  

工具器具及び備品 7,925  
解体工事費用 104,045  

計 263,613 
  

※３ 当グループは、キャッシュ・フロー生成単位を基
礎に銑鉄鋳物関連事業とメンテナンス事業の２つに
資産のグループ化を行なっております。 

   当連結会計年度において，以下の資産グループに
ついて減損処理をしました。 

場所 メンテナンス事業  三重県桑名市 

用途 事務所・倉庫・製造装置 

種類 建物・土地・機械装置・その他（構
築物・工具器具備品） 

    

土地 7,491 千円 
建物 14,470  
機械装置 3,276  
その他 791  

合計 26,029  
   
   メンテナンス事業資産においては，営業損益が低

迷し，かつ帳簿価額に対し時価が著しく下落してい
るため，計上したもので回収可能価額まで，減損し
ております。なお，回収可能価額は正味売却価額に
より測定しており，正味売却価額については固定資
産税評価額に基づいた時価により算出しておりま
す。 

 

※３  
――――― 
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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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 19,110,000 ― ― 19,110,000 
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 68,246 20,274 ― 88,520 
 
（変動事由の概要） 
増加数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加 20,274株であります。 
 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 
 
 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

   該当事項はありません。 
 
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

    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) 
  

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 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 

 
  現金及び預金勘定 381,061千円 
  現金及び現金同等物 381,061千円 

 

※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 

 
  現金及び預金勘定 1,124,089千円 
  現金及び現金同等物 1,124,089千円 
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(リース取引関係) 
 

項目 
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) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

機械装
置 102,500 51,700 50,799 

計 102,500 51,700 50,799 
 

 
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) 

機械装
置及び
運搬具 

223,150 46,395 176,754 

工具器
具及び
備品 

6,000 700 5,300 

ソフト
ウェア 30,388 2,954 27,433 

計 259,538 50,049 209,488 
 

② 未経過リース料期末残高
相当額 
１年内 
１年超 
合計 

 
 

10,729 千円 
40,653  

51,382  
 

 
 

34,882 千円 
175,992  

210,874  
 

③ 支払リース料等 
支払リース料 
減価償却費相当額 
支払利息相当額 

 
15,400 千円 

13,800  
730  

 

 
29,482 千円 

27,349  
2,936  

 
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
を零とした定額法によっております。 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価
額相当額との差額を利息相当額とし，
各期への配分方法については，利息法
によっております。 

同左 

２．オペレーティング・リー
ス取引 

  

未経過リース料 
１年内 
１年超 
合計 

  
671 千円 

1,510  

2,181  

  

  
1,474 千円 
3,515  

4,989  
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(有価証券関係) 

前連結会計年度（平成18年3月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

   

株式 231,455 857,486 626,030 

債券 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

小計 231,455 857,486 626,030 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

   

株式 120,508 104,387 △16,121 

債券 ― ― ― 

その他 41,738 32,447 △9,291 

小計 162,247 136,835 △25,412 

合計 393,702 994,321 600,618 

（注）１ 取得原価は，減損処理後の帳簿価額であります。当連結会計年度において減損処理を行い，投資有価証券
評価損12,372千円を計上しております。 

      ２ 時価のある有価証券については，個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べ50％以上下落している場
合は，減損の対象とし，30％以上下落した場合は，回復可能性の判断の対象とし，減損の要否を判断して
おります。 

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

916,770 159,669 9,986 

 
３ 時価のない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年3月31日） 

 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

   非上場株式 11,581 
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当連結会計年度（平成19年3月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

   

株式 281,955 884,108 602,152 

債券 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

小計 281,955 884,108 602,152 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

   

株式 212,178 183,164 △29,013 

債券 ― ― ― 

その他 40,224 33,147 △7,076 

小計 252,402 216,311 △36,090 

合計 534,357 1,100,419 566,062 

（注）１ 取得原価は，減損処理後の帳簿価額であります。当連結会計年度において減損処理を行い，投資有価証券
評価損 38,053千円を計上しております。 

      ２ 時価のある有価証券については，個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べ50％以上下落している場
合は，減損の対象とし，30％以上下落した場合は，回復可能性の判断の対象とし，減損の要否を判断して
おります。 

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

438,731 57,032 8,615 

 
３ 時価のない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成19年3月31日） 

 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

   非上場株式 14,031 
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(デリバティブ取引関係) 

 

前連結会計年度（自 平成17年４月1日  至 平成18年３月31日） 

当社グループは，デリバティブ取引を全く利用していないため，該当事項はありません。 

 

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） 

当社グループは，デリバティブ取引を全く利用していないため，該当事項はありません。 

 

 

 

 

(退職給付関係) 
 

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）採用している退職給付制度の概要 
①連結財務諸表提出会社は，昭和５４年１０月か

ら退職金の一部について，適格退職年金制度を
採用しておりましたが，平成４年４月より適格
退職年金制度に全面移行しております。 

②連結財務諸表提出会社は，昭和６１年４月よ
り，退職金制度とは別枠の日本金属プレス工業
厚生年金基金（総合設立）に加入し，厚生年金

基金制度を採用しております。 

（１）採用している退職給付制度の概要 
①連結財務諸表提出会社は，昭和５４年１０月か

ら退職金の一部について，適格退職年金制度を
採用しておりましたが，平成４年４月より適格
退職年金制度に全面移行しております。 

②連結財務諸表提出会社は，昭和６１年４月よ
り，退職金制度とは別枠の日本金属プレス工業
厚生年金基金（総合設立）に加入し，厚生年金

基金制度を採用しております。 
（２）退職給付債務に関する事項 

①適格退職年金制度（平成18年3月31日） 
ⅰ退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △90,103千円

退職給付引当金 △90,103 
 

（２）退職給付債務に関する事項 
①適格退職年金制度（平成19年3月31日） 

ⅰ退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △71,690千円

退職給付引当金 △71,690 
 

ⅱ退職給付費用に関する事項（自 平成17年4
月1日  至 平成18年3月31日） 

勤務費用 46,615千円

退職給付費用 46,615 
 

ⅱ退職給付費用に関する事項（自 平成18年4
月1日  至 平成19年3月31日） 

勤務費用 19,355千円

退職給付費用 19,355 
 

②厚生年金基金制度（平成18年3月31日） 
ⅰ退職給付債務に関する事項 

年金資産 529,795千円
 

②厚生年金基金制度（平成19年3月31日） 
ⅰ退職給付債務に関する事項 

年金資産 556,704千円
 

ⅱ退職給付費用に関する事項（自 平成17年4
月1日  至 平成18年3月31日） 

退職給付費用 29,245千円
 

ⅱ退職給付費用に関する事項（自 平成18年4
月1日  至 平成19年3月31日） 

退職給付費用 30,993千円
 

ⅲ退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
イ 年金資産 加入員数割合により

計算しております 
ロ 退職給付費用 厚生年金基金への要

拠出額を用いており

ます 
 

ⅲ退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
イ 年金資産 加入員数割合により

計算しております 
ロ 退職給付費用 厚生年金基金への要

拠出額を用いており

ます 
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(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 

（平成18年3月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年3月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 
繰延税金資産 
固定資産減価償却費 
損金算入限度超過額 

 
1,858 

 
千円 

貸倒引当金損金算入 
限度超過額 8,399  

賞与引当金損金算入 
限度超過額 9,867  

退職給付引当金損金算入 
限度超過額 35,951  

投資有価証券評価損 27,729  
減損損失 10,385  
税務上の繰越欠損金 818,289  

その他 9,067  

繰延税金資産小計 921,549  
評価性引当額 △921,549  

繰延税金資産合計 ―  

繰延税金負債   
その他有価証券 
評価差額金 

232,109 千円 

繰延税金負債合計 232,109  

繰延税金負債の純額 232,109  

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 
繰延税金資産 
固定資産減価償却費 
損金算入限度超過額 

2,833 千円 

 一括償却資産 7,021  
貸倒引当金損金算入 
限度超過額 

6,001  

賞与引当金損金算入 
限度超過額 10,263  

退職給付引当金損金算入 
限度超過額 

28,604  

投資有価証券評価損 33,375  
減損損失 10,385  

税務上の繰越欠損金 489,772  
その他 10,485  

繰延税金資産小計 598,742  
評価性引当額 △598,742  

繰延税金資産合計 ―  

繰延税金負債   
その他有価証券 
評価差額金 208,584 千円 

繰延税金負債合計 208,584  

繰延税金負債の純額 208,584  

  

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

法定実効税率 39.9 ％ 
（調整）   
交際費等永久に損金に算
入されない項目 

9.9  

受取配当金等永久に益金
に算入されない項目 △19.8  

住民税均等割等 13.1  
評価性引当額 △33.0  

その他 3.0  
税効果会計適用後の法人
税等の負担率 

13.1  

   
 

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

法定実効税率 39.9 ％ 
（調整）   
交際費等永久に損金に算
入されない項目 

0.2  

受取配当金等永久に益金
に算入されない項目 △0.3  

住民税均等割等 0.4  
評価性引当額 △39.8  

その他 △0.0  
税効果会計適用後の法人
税等の負担率 

0.4  

   
 

 

 

 

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

 

 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）              （千円） 

 鋳物事業 メンテナンス事業 計 消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      
(1) 
 

外部顧客に対する売
上高 3,785,874 31,430 3,817,304 ― 3,817,304 

(2) 
 

セグメント間内部売
上高又は振替 ― ― ― ― ― 

計 3,785,874 31,430 3,817,304 ― 3,817,304 

営業費用 3,828,775 51,359 3,880,134 47,292 3,927,426 

営業損失 42,901 19,929 62,830 47,292 110,122 

Ⅱ 
 
資産、減価償却及び資
本的支出 

     

資産 3,835,029 50,129 3,885,159 1,095,140 4,980,299 

減価償却費 85,499 553 86,052 ― 86,052 

減損損失 ― 26,029 26,029 ― 26,029 

資本的支出 1,036,115 ― 1,036,115 ― 1,036,115 

 （注）１ 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 各事業の主な製品 

（１）鋳物事業・・・自動車・ポンプ・電動工具・電機・油圧部品等 

（２）メンテナンス事業・・・熱交換器のメンテナンス 

    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（47,292千円）の主なものは親

会社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（1,095,140千円）に含めた主なものは，親会社での余資運用資金

（現金，及び有価証券），長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

５ 固定資産の減損に係る会計基準の適用により，メンテナンス事業の営業損失は，1,688千円減少し

ております。 

 

 

 

    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）               

    当連結会計年度は、全セグメントの売上高の合計、営業損失及び全セグメントの資産の金額の合計額

に占める鋳物事業の割合が９０％を超えるため、記載を省略しております。 
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 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） 

     本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため該当事項はありません。 

 

    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） 

     本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため該当事項はありません。 

 

 

 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） 

     該当事項はありません。 

 

    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） 

     該当事項はありません。 

 

 

 

（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） 

     該当事項はありません。 

 

    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） 

     該当事項はありません。 

 

 

 

（企業結合等関係） 
 

   該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 
 

項目 
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 149円81銭 191円81銭 

１株当たり当期純利益 1円00銭 42円41銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

潜在株式が存在しないため，記

載しておりません。 
  

潜在株式が存在しないため，記

載しておりません。 
 

（注）算定上の基礎 

  １．１株当たり純資産額 

 項    目 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日) 

 連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) ― 3,648,486 

 普通株式に係る純資産額（千円） ― 3,648,486 

 差額の主な内訳（千円） ― ― 

 普通株式の発行済株式数(千株) ― 19,110 

 普通株式の自己株式数(千株) ― 88 

 
１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（千株） ― 19,021 

２．１株当たり当期純利益 

 項    目 
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) 

 連結損益計算書上の当期純利益（千円） 19,103 807,040 

 普通株式に係る当期純利益(千円) 19,103 807,040 

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) ― ― 

 普通株式の期中平均株式数(千株) 19,048 19,031 
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（重要な後発事象） 

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) 

当グループは，平成17年11月25日の取締役会におい

て当社本社工場移転を決議しており，その一環として

新工場設備資金に充当するため，以下のとおり本社工

場跡地の譲渡契約を締結いたしました。 

  （１）取締役会決議日   平成18年4月20日 

  （２）譲渡先           株式会社フィールコーポレーション 

  （３）譲渡契約締結日   平成18年4月20日 

  （４）譲渡資産         土地（19,835.28㎡） 

  （５）譲渡価額         1,740百万円 

  （６）譲渡時期         平成19年3月31日 

  なお，当該資産の譲渡に伴い， 諸経費控除後約

1,610百万円の固定資産売却益を当連結会計年度後の特

別利益として計上する予定であります。 

 

 

――――― 
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個別財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(平成19年３月31日) 

比較増減 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

 １ 現金及び預金   379,953   1,116,846   

 ２ 受取手形 ※５  535,821   377,305   

 ３ 売掛金   929,042   1,167,553   

 ４ 商品   11,873   19,102   

 ５ 製品   33,895   35,309   

 ６ 半製品   144,280   131,140   

 ７ 原材料   176,369   105,091   

 ８ 貯蔵品   31,259   11,054   

 ９ 前払費用   57,374   1,684   

 10 未収消費税等   ―   122,337   

 11 その他   49,507   32,294   

 12 貸倒引当金   △2,600   △3,030   

  流動資産合計   2,346,776 47.4  3,116,689 42.5 769,913 

Ⅱ 固定資産         

 1 有形固定資産 ※１        

  (１) 建物 ※２  178,218   986,810   

  (２) 構築物   13,417   2,741   

  (３) 機械及び装置   278,060   1,433,328   

  (４) 車両及び運搬具   485   8,471   

  (５) 工具器具及び備品   77,042   114,892   

  (６) 土地 ※２  505,401   492,866   

  (７) 建設仮勘定   500,457   10,437   

   有形固定資産合計   1,553,083 31.4  3,049,549 41.6 1,496,465 

 2 投資その他の資産         

  (１) 投資有価証券 ※２  1,005,902   1,114,451   

  (２) 関係会社株式   1   1   

  (３) 出資金   18,070   18,070   

  (４) 関係会社長期貸付金   75,400   82,400   

  (５) 破産・更生債権等   6,610   1,007   

  (６) 長期前払費用   8,942   7,086   

  (７) 事業保険料払込金   9,378   12,054   

  (８) その他   500   500   

  (９) 貸倒引当金   △73,610   △68,007   

   投資その他の資産合計   1,051,194 21.2  1,167,564 15.9 116,369 

  固定資産合計   2,604,278 52.6  4,217,113 57.5 1,612,835 

  資産合計   4,951,054 100.0  7,333,803 100.0 2,382,748 
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  前事業年度 

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 比較増減 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

 １ 支払手形   394,120   663,226   

 ２ 買掛金   227,876   306,428   

 ３ 短期借入金 ※２  ―   590,000   

 ４ １年内返済予定 
   長期借入金 

※２  13,860   55,440   

 ５ 未払金 ※２  86,599   207,097   

 ６ 未払費用   51,164   60,740   

 ７ 未払法人税等   6,866   11,230   

 ８ 未払消費税等   12,614   ―   

 ９ 預り金   78,958   21,899   

 10 前受収益   ―   223   

 11 賞与引当金   24,730   25,723   

 12 設備代支払手形   19,599   696,813   

  流動負債合計   916,389 18.5  2,638,823 36.0 1,722,434 

Ⅱ 固定負債         

 １ 長期借入金 ※２  486,140   430,700   

 ２ 繰延税金負債   232,109   208,584   

 ３ 退職給付引当金   90,103   71,690   

 ４ 長期未払金 ※２  373,600   326,900   

 ５ その他   ―   9,154   

  固定負債合計   1,181,953 23.9  1,047,030 14.3 △134,923 

  負債合計   2,098,342 42.4  3,685,853 50.3 1,587,511 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※３  1,437,050 29.0  ― ― ― 

Ⅱ 資本剰余金         

 (1) 資本準備金   965,788 19.5  ― ― ― 

Ⅲ 利益剰余金         

 (1) 利益準備金   67,700   ―   

 (2) 当期未処分利益   19,000   ―   

  利益剰余金合計   86,700 1.8  ― ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   368,358 7.4  ― ― ― 

Ⅴ 自己株式 ※４  △5,185 △0.1  ― ― ― 

  資本合計   2,852,711 57.6  ― ― ― 

  負債・資本合計   4,951,054 100.0  ― ― ― 
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  前事業年度 

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 比較増減 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

 １ 資本金   ― ―  1,437,050 19.6 ― 

 ２ 資本剰余金         

  (1) 資本準備金  ―   965,788    

    資本剰余金合計   ― ―  965,788 13.1 ― 

 ３ 利益剰余金         

  (1) 利益準備金  ―   67,700    

  (2) その他利益剰余金         

    繰越利益剰余金  ―   825,506    

    利益剰余金合計   ― ―  893,207 12.2 ― 

 ４ 自己株式   ― ―  △7,873 △0.1 ― 

   株主資本合計   ― ―  3,288,172 44.8 ― 

Ⅱ 評価・換算差額等         

 １ その他有価証券評価 
   差額金   ― ―  359,776 4.9 ― 

   純資産合計   ― ―  3,647,949 49.7 ― 

   負債純資産合計   ― ―  7,333,803 100.0 ― 
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② 損益計算書 
 

  
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) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 金額(千円) 

Ⅰ 売上高   3,785,874 100.0  4,235,230 100.0 449,355 

Ⅱ 売上原価         

 １ 商品期首たな卸高  26,552   11,873    

 ２ 製品期首たな卸高  34,348   33,895    

 ３ 当期商品仕入高  78,220   66,328    

 ４ 当期製品製造原価  3,389,676   4,241,308    

合計  3,528,799   4,353,405    

 ５ 商品期末たな卸高  11,873   19,102    

 ６ 製品期末たな卸高  33,895 3,483,030 92.0 35,309 4,298,993 101.5 815,963 

  売上総利益 
又は売上総損失（△） 

  302,843 8.0  △63,763 △1.5 △366,607 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

 １ 荷造発送費  152,056   200,096    

 ２ 役員報酬  22,045   21,277    

 ３ 給料手当  77,930   76,604    

 ４ 賞与引当金繰入額  9,361   12,435    

 ５ 貸倒引当金繰入額  450   1,122    

 ６ 退職給付費用  3,869   5,328    

 ７ 福利厚生費  15,122   16,174    

 ８ 減価償却費  11,231   11,698    

 ９ 租税公課  ―   33,013    

 10 手数料  27,965   35,512    

 11 その他  66,065 386,098 10.2 68,543 481,807 11.4 95,709 

  営業損失   83,254 △2.2  545,571 △12.9 △462,316 

Ⅳ 営業外収益         

 １ 受取利息  951   1,824    

 ２ 受取配当金  11,022   12,652    

 ３ 賃貸料  7,965   6,515    

 ４ 雑収入  3,597 23,537 0.6 4,770 25,763 0.6 2,225 

Ⅴ 営業外費用         

 １ 支払利息  2,056   32,019    

 ２ 支払手数料  ―   48,094    

 ３ 雑支出  239 2,296 0.0 49 80,164 1.9 77,868 

  経常損失   62,013 △1.6  599,972 △14.2 △537,958 

Ⅵ 特別利益         

 １ 固定資産売却益 ※１ 298   1,666,559    

 ２ 投資有価証券売却益  159,669   57,032    

 ３ 貸倒引当金戻入益  3,500   ―    

 ４ その他  1,902 165,370 4.4 ― 1,723,592 40.7 1,558,221 

Ⅶ 特別損失         

 １ 固定資産処分損 ※２ 7,492   263,613    

 ２ 投資有価証券売却損  9,986   8,615    

 ３ 投資有価証券評価損 ※３ 12,372   38,053    

４ 貸倒引当金繰入額 ※４ 51,800   ―    

５ 役員退職金  ― 81,651 2.2 4,131 314,413 7.4 232,761 

  税引前当期純利益   21,706 0.6  809,206 19.1 787,500 

  法人税，住民税及び事業税   2,706 0.1  2,700 0.1 △6 

  当期純利益   19,000 0.5  806,506 19.0 787,506 

  当期未処分利益   19,000   ―  ― 
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製造原価明細書 
 

  
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) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費  1,474,742 43.0 1,704,490 40.3 

Ⅱ 労務費  524,432 15.3 597,148 14.1 

Ⅲ 経費  1,432,365 41.7 1,930,622 45.6 

(エネルギー費)  (288,951)  (310,694)  

(工場消耗品費)  (431,672)  (545,096)  

(外注加工費)  (482,985)  (663,046)  

(減価償却費)  (74,267)  (202,808)  

当期製造費用  3,431,540 100.0 4,232,261 100.0 

半製品期首たな卸高  106,490  144,280  

合計  3,538,030  4,376,541  

他勘定振替高  4,074  4,093  

半製品期末たな卸高  144,280  131,140  

当期製品製造原価  3,389,676  4,241,308  

(注) １ 原価計算の方法は，工程別(部門別)実際原価計算制度を採用し，要素別製造費用をそれぞれ発生工程あ

るいは部門において把握し，製造原価を集計しています。 
２ 他勘定振替高は，有形固定資産等への振替高であります。 
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③ 利益処分計算書 
 

  
前事業年度 

(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   19,000 

Ⅱ 利益処分額   ― 

Ⅲ 次期繰越利益   19,000 

    

     （注）日付は株主総会承認年月日であります。 
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④ 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) 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,437,050 965,788 965,788 

事業年度中の変動額    

 当期純利益    

 自己株式の取得    

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

   

事業年度中の変動額合計(千円)    

平成19年３月31日残高(千円) 1,437,050 965,788 965,788 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 67,700 19,000 86,700 △5,185 2,484,353 

事業年度中の変動額      

 当期純利益  806,506 806,506  806,506 

 自己株式の取得    △2,688 △2,688 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

     

事業年度中の変動額合計(千円)  806,506 806,506 △2,688 803,818 

平成19年３月31日残高(千円) 67,700 825,506 893,207 △7,873 3,288,172 

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 
純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 368,358 368,358 2,852,711 

事業年度中の変動額    

 当期純利益   806,506 

 自己株式の取得   △2,688 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△8,581 △8,581 △8,581 

事業年度中の変動額合計(千円) △8,581 △8,581 795,237 

平成19年３月31日残高(千円) 359,776 359,776 3,647,949 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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) 

 

――――― 
 
 

 

当社は、老朽化した設備による低生産効率、工場立

地による操業制限により、継続して営業損失、マイナ
スの営業キャッシュ・フローを計上しておりました
が、従来は純資産が厚く、資産内容も健全でありまし

た。しかしながら、こうした状況の継続下において
は、純資産が減少し、財政状態に著しい影響を及ぼす
ことになるため、当社は当該状況を打開すべく、中期

経営計画を策定しました。これにより、創業以来初の
借入を実行し生産効率の向上、操業時間の確保を目的
として会社の命運を掛けた本社工場の新設投資を行な

いました。 
しかしながら、新工場立上げ時の不手際、混乱から

著しい生産品質の低下による不良率の上昇、生産効率

の相乗的悪化を招き、中期経営計画からの大幅な乖離
を余儀なくされ、売上総損失、多額の営業損失を計上
するにいたりました。 

これにより継続企業の前提に関する重要な疑義が存
在しております。 
当社は、現状の生産品質の悪化の解消と新工場にお

ける操業の早期安定化を図る中期経営計画の再策定を
しました。これに基づき、新鋳造設備での品質安定ノ
ウハウの蓄積を進めることで不良率の改善による原価

低減、受注選別による生産効率の向上、金型改修によ
る鋳造効率の向上により、利益計上体質へと転換して
いく所存であります。 

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、
上記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映し
ておりません。 
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重要な会計方針 
 

項目 
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) 

子会社株式 
移動平均法に基づく原価法 

子会社株式 
同左 

１ 有価証券の評価基準及び
評価方法 

その他有価証券 
(1) 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て
処理し，売却原価は移動平均法によ
り算定しております。） 

その他有価証券 
(1) 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額は全部純資産直入法に
て処理し，売却原価は移動平均法に
より算定しております。） 

 (2) 時価のないもの 
移動平均法に基づく原価法 

(2) 時価のないもの 
同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 製品・半製品 

総平均法に基づく原価法 

(1) 製品・半製品 

同左 
 (2) 商品・原材料・貯蔵品 

月次移動平均法に基づく原価法 
(2) 商品・原材料・貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方
法 

(1) 有形固定資産 
定率法によっております。耐用年

数及び残存価額については，法人税
法に規定する方法と同一の基準によ
っております。 

(1) 有形固定資産 
定率法によっております。た

だし，平成10年4月以降に取得し
た建物（建物附属設備は除く）に
ついては，定額法を採用しており
ます。 
耐用年数及び残存価額につい

ては，法人税法に規定する方法と
同一の基準によっております。 

 (2) 長期前払費用 
均等償却 
なお償却期間については，法人税

法に規定する方法と同一の基準によ
っております。 

(2) 長期前払費用 
同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
債権の貸倒損失に備えるため一般

債権については貸倒実績率により，
貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し，回収
不能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 
同左 

 (2) 賞与引当金 
従業員賞与の支出に備えるため，

将来の支給見込額のうち当期の負担
額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 
同左 

 

 (3) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため，

期末自己都合要支給額による退職給
付債務から年金資産額を控除した金
額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

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 

６ その他財務諸表作成のた
めの重要な事項 

消費税及び地方消費税の会計処理 
税抜方式によっております。 

消費税及び地方消費税の会計処理 
同左 
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(会計方針の変更) 
 

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) 

固定資産の減損に係る会計基準 
当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定
資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６
号）を適用しております。なお，これによる損益に与え
る影響はありません。 

 
――――― 

 

――――― 

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等 

 当事業年度から、「貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月
9日 企業会計基準適用指針第５号）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基
準適用指針第８号）を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は
3,647,949千円であります。 
財務諸表等規則の改正により、当事業年度の財務諸表

は、改正後の財務諸表等規則により、作成しておりま
す。 

 
 

 

 

 

(表示方法の変更) 
 

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) 

――――― 
 
 

 

（損益計算書） 
 当事業年度から販売費及び一般管理費の「その他」に
含めて表示しておりました「租税公課」（前事業年度

13,840千円）は、販売費及び一般管理費の合計の5／100
超となりましたので、独立科目として表示することにし
ました。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 4,435,049千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 2,149,582千円
 

※２ このうち１年内返済予定長期借入金13,860千円，
長期借入金486,140千円，未払金46,700千円及び
長期未払金373,600千円の担保として下記のとお

り提供しております 
建物 178,218千円 
土地 505,401千円 

  
 

※２ このうち短期借入金490,000千円、１年内返済予
定長期借入金55,440千円，長期借入金430,700千
円，未払金46,700千円及び長期未払金326,900千

円の担保として下記のとおり提供しております 
建物 50,761千円 
土地 489,689千円 

投資有価証券 884,633千円 
 

※３ 授権株数 普通株式 50,000千株
   発行済株式総数 普通株式 19,110千株
 

※３        ――――― 

※４ 自己株式の保有数 普通株式  68,246株 
 

※４        ――――― 

※５        ――――― ※５ 期末日満期手形の処理 
 期末日満期手形は、手形交換日をもって、決済処理
をしております。従って、当期末日は、金融機関の
休日であったため、期末日満期手形は、以下の科目
に含まれております。 

受取手形 65,461千円 
 

（保証債務） 

 下記会社の借入金に対し債務の保証をしております。 
（株）旭メンテナンス工業 24,894千円

 

（保証債務） 

 下記会社の借入金に対し債務の保証をしております。 
（株）旭メンテナンス工業 20,358千円

 
（配当制限） 
 有価証券の時価評価により，純資産額368,358千円増

加しております。 
 なお，当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定に
より，配当に充当することが制限されております。 

 
――――― 

（欠損てん補） 

 平成17年6月29日開催の定時株主総会において，下記
の欠損てん補を行っております。 
 利益準備金 171,236千円 

 

 

――――― 
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(損益計算書関係) 
 

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 内訳は以下のとおりであります。 
土地 298千円
  

 

※１ 内訳は以下のとおりであります。 
土地 1,666,309千円
機械装置 250  

計 1,666,559 

   
※２ 内訳は以下のとおりであります。 

機械及び装置 4,844千円

車両及び運搬具 48 
工具器具及び備品 2,599 

計 7,492 

  
 

※２ 内訳は以下のとおりであります。 
建物 44,293千円

構築物 10,328 
機械及び装置 96,964 
車両及び運搬具 56 

工具器具及び備品 7,925 
解体工事費用 104,045 

計 263,613 

  
 

※３ 減損処理を実施したものであります。 ※３          同左 

※４ 関係会社に係るものであります。 ※４         ―――― 

 

 

 

 

(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） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株） 68,246 20,274 ― 88,520 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加 20,274株であります。 
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(リース取引関係) 
 

項目 
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 

  

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) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

機械装
置 

102,500 51,700 50,799 

計 102,500 51,700 50,799 
 

 
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) 

機械装
置及び
運搬具 

223,150 46,395 176,754 

工具器
具及び
備品 

6,000 700 5,300 

ソフト
ウェア 30,388 2,954 27,433 

計 259,538 50,049 209,488 
 

② 未経過リース料期末残高
相当額 
１年内 
１年超 

合計 

 

 
10,729 千円 
40,653  

51,382  
 

 

 
34,882 千円 
175,992  

210,874  
 

③ 支払リース料等 
支払リース料 
減価償却費相当額 
支払利息相当額 

 
15,400 千円 
13,800  

730  
 

 
29,482 千円 
27,349  
2,936  

 
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
を零とした定額法によっております。 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし，
各期への配分方法については，利息法
によっております。 

 

同左 

２．オペレーティング・リー
ス取引 

  

未経過リース料 
１年内 
１年超 
合計 

  
671 千円 

1,510  

2,181  

  

  
1,474 千円 
3,515  

4,989  

  

 
 

 (有価証券関係) 

 

前事業年度(平成18年３月31日) 

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。 

当事業年度(平成19年３月31日) 

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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(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳 

繰延税金資産 
貸倒引当金損金算入限度超過額 30,344千円
賞与引当金損金算入限度超過額 9,867
退職給付引当金損金算入限度 
超過額 35,951

投資有価証券評価損 27,729
関係会社株式評価損 26,732

税務上の繰越欠損金 783,048
その他 7,628

繰延税金資産小計 921,302
評価性引当額 △921,302

繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債 
その他有価証券評価差額金 232,109千円

繰延税金負債合計 232,109   

繰延税金負債の純額 232,109   
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳 

繰延税金資産 
固定資産減価償却費損金算入 
限度超過額 1,521千円

一括償却資産 6,877
貸倒引当金損金算入限度超過額 27,946
賞与引当金損金算入限度超過額 10,263
退職給付引当金損金算入限度 
超過額 28,604

投資有価証券評価損 33,375
関係会社株式評価損 26,732

税務上の繰越欠損金 453,651
その他 10,485

繰延税金資産小計 599,457
評価性引当額 △599,457

繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債 
その他有価証券評価差額金 208,584千円

繰延税金負債合計 208,584   

繰延税金負債の純額 208,584   
  

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

法定実効税率 39.9 ％ 
（調整）   
交際費等永久に損金に算
入されない項目 

10.1  

受取配当金等永久に益金
に算入されない項目 △20.1  

住民税均等割等 12.5  
評価性引当額 △32.9  
その他 3.0  
税効果会計適用後の法人
税等の負担率 

12.5  

   
 

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

法定実効税率 39.9 ％ 
（調整）   
交際費等永久に損金に算
入されない項目 

0.2  

受取配当金等永久に益金
に算入されない項目 △0.3  

住民税均等割等 0.3  
評価性引当額 △39.8  
その他 0.0  
税効果会計適用後の法人
税等の負担率 

0.3  

   
 

 

 

 

 

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
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 149円81銭    191円78銭    

１株当たり当期純利益 99銭    42円38銭    

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

潜在株式が存在しないため，記載し
ておりません。 

 

潜在株式が存在しないため，記載し
ておりません。 

 

（注）算定上の基礎 

  １．１株当たり純資産額 

 項    目 
前事業年度 

（平成18年３月31日) 
当事業年度 

（平成19年３月31日) 

 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) ― 3,647,949 

 普通株式に係る純資産額（千円） ― 3,647,949 

 差額の主な内訳（千円） ― ― 

 普通株式の発行済株式数(千株) ― 19,110 

 普通株式の自己株式数(千株) ― 88 

 
１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（千株） 

― 19,021 

２．１株当たり当期純利益 

 項    目 
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) 

 損益計算書上の当期純利益（千円） 19,000 806,506 

 普通株式に係る当期純利益(千円) 19,000 806,506 

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) ― ― 

 普通株式の期中平均株式数(千株) 19,048 19,031 
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(重要な後発事象) 
 

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) 

当社は，平成17年11月25日の取締役会において本社
工場移転を決議しており，その一環として新工場設備
資金に充当するため，以下のとおり本社工場跡地の譲
渡契約を締結いたしました。 

 （１）取締役会決議日   平成18年4月20日 

 （２）譲渡先           株式会社フィールコーポレーション 

  （３）譲渡契約締結日   平成18年4月20日 

  （４）譲渡資産         土地（19,835.28㎡） 

  （５）譲渡価額         1,740百万円 

  （６）譲渡時期         平成19年3月31日 

なお，当該資産の譲渡に伴い， 諸経費控除後約
1,610百万円の固定資産売却益を当事業年度後の特別利
益として計上する予定であります。 
 

――――― 
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部門別売上高明細表 
 

前   期 当   期 

（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） 

比較増減 
 

金額（千円） 
構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

自 動 車 部 品 1,302,100 34.1 1,488,028 34.8 185,927 

ポ ン プ 部 品 833,817 21.9 838,946 19.7 5,128 

油 圧 部 品 613,362 16.1 962,058 22.5 348,696 

汎用エンジン部品 345,335 9.0 381,420 8.9 36,084 

電 機 部 品 249,976 6.5 206,904 4.9 △43,071 

ミ シ ン 部 品 91,086 2.4 35,664 0.8 △55,421 

そ の 他 381,625 10.0 357,433 8.4 △24,192 

合  計 3,817,304 100.0 4,270,455 100.0 453,150 
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平成１９年３月期  決算発表（参考資料） 
                                                                            平成19年5月25日 

                                                                          中日本鋳工株式会社 

                                                                           （コード番号 6439） 

 

１．期別業績の推移                                                  （単位  百万円） 

期     別 売    上    高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

平成15年3月期 ４，３４２ △ １５１ △ １１６ △ ４４４ 

平成16年3月期 ４，１３３ △ １９２ △ １６９ △ ３２３ 

平成17年3月期 ３，８０２ △ ２７０ △ ２４５ △ ２１１ 

平成18年3月期 ３，８１７ △ １１０ △  ８７ １９ 

平成19年3月期 ４，２７０ △ ５５５ △ ６０６ ８０７ 

 

２．次期の連結業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日）             （単位  百万円） 

 売    上    高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

中 間 期 

対前年同期比（％） 

    ２，２５０ 

 １０．５ 

△５０ 

― 

△６０ 

― 

△６５ 

― 
通  期 

対前年同期比（％） 

    ４，３５０ 

 １．９ 

   ５０ 

― 

   ３０ 

― 

２０ 

△９７．５ 

 

３．次期連結売上高の内訳                      （単位  百万円） 

 金       額  構 成 比（％） 対前年比（％） 

自 動 車 部 品         1,750 40.2 17.6 

ポ ン プ 部 品         320 7.4 △61.9 

油 圧 部 品         1,450 33.3 50.7 

汎用エンジン部品 500 11.5 31.1 

電 機 部 品         50 1.1 △75.8 

ミ シ ン 部 品         30 0.7 △15.9 

そ の 他         250 5.8 △30.1 

合     計         4,350 100.0 1.9 

 

４．設備投資額 

    当連結会計年度は、本社工場移転に伴い建物及び建物付属設備862百万円、新鋳造設備一式1,378百万

円、鋳物用金型52百万円、吉良工場の機械設備34百万円など、総額2,401百万円の設備投資を実施しまし

た。 

 

５．減価償却費 

    平成19年3月期（実        績）        218百万円 

    平成20年3月期（連結通期予想）        440百万円 

                                          以上 


