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平成 20 年３月期 中間決算短信 

平成１９年１１月８日 

上 場 会 社 名        アイダエンジニアリング株式会社            上場取引所 東証一部 
コ ー ド 番 号        ６１１８                                   ＵＲＬ  http://www.aida.co.jp  
代  表  者 （役職名） 代表取締役社長      （氏名） 会田 仁一 
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経営企画管理部長 （氏名） 武井 栄二  ＴＥＬ (042) 772－5231 
半期報告書提出予定日  平成 19 年 12 月 17 日 
  

（百万円未満切捨て） 
１．19 年９月中間期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 
(1)連結経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

28,977   5.2 
27,548   8.9 

2,587    8.0
2,395   30.9

2,755   14.5 
2,406   20.4 

1,835    31.3
1,397    42.8

19 年３月期 62,120    － 5,164     － 5,186     － 3,053      －
 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

  円 銭  円 銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

25.55 
19.54 

25.29 
19.29

19 年３月期 42.67 42.23 
(参考) 持分法投資損益 19 年９月中間期  －百万円  18 年９月中間期  －百万円  19 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９月中間期 
18 年９月中間期 

91,254 
85,687 

65,062 
61,417

71.3 
71.7 

904.68 
858.02

19 年３月期 90,076 64,138 71.2 893.19 
(参考) 自己資本   19 年９月中間期 65,047 百万円 18 年９月中間期 61,417 百万円 19 年３月期 64,138 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９月中間期 
18 年９月中間期 

648 
△264 

△1,116 
1,228 

△902 
△1,691 

9,939 
9,425 

19 年３月期 4,054 △1,275 △1,609 11,475 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 期末 年間 

  円 銭  円 銭

19 年３月期 13.00 13.00

20 年３月期  

20 年３月期（予想） 15.00 
15.00

 
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） 

（％表示は対前期増減率） 
 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

通 期 64,500   3.8 5,500   6.5 5,600   8.0 3,400   11.4 47.29
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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) 中間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（中間連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
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、15 ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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９月中間期 79,147,321 株 18 年９月中間期 79,147,321 株 19 年３月期 79,147,321 株 
②期末自己株式数          
 19 年９月中間期 7,246,051 株 18 年９月中間期 7,566,160 株 19 年３月期 7,339,611 株 
 (注) 1 株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30 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９月中間期の個別業績(平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日) 
(1)個別経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円      ％ 百万円      ％

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

21,263    △0.0
21,269      6.1

1,740     0.2
1,736     4.4

1,800      6.4 
1,692    △8.7 

1,091     20.8
903    △4.1

19 年３月期 45,458       － 3,604      － 3,485       － 1,885       －
 

 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円 銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

15.19
12.62

19 年３月期 26.35
 

(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９月中間期 
18 年９月中間期 

76,188 
71,577 

60,049 
58,294 

78.8 
81.4 

834.97 
814.39 

19 年３月期 75,532 59,806 79.2 832.87 
(参考) 自己資本 19 年９月中間期 60,035 百万円 18 年９月中間期 58,294 百万円 19 年３月期 59,806 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） 

（％表示は対前期増減率）  
 

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

通    期 45,500   0.1 4,000   11.0 4,100   17.6 2,500   32.6 34.77

 
 
 

 

 

 

 

 

 

※ 本資料に掲載している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

のであります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

 ①当期の経営成績 

   当中間連結会計期間の国内経済は、原油・原材料価格の高騰や米国経済減速の懸念もありましたが、

民間設備投資や底堅い輸出に支えられ、緩やかな拡大を続けました。一方海外では、中国やインドを

はじめとするアジア諸国の経済は順調に拡大を続け、欧州経済も概ね堅調に推移しましたが、米国に

おいてはサブプライム問題に端を発した金融市場の混乱の影響で成長のペースが鈍化いたしました。 

   鍛圧機械製造業界におきましては、主たる需要業界である自動車関連業界の国内設備投資は昨年度

をピークに減少に転じる傾向が顕著になってきており、一方海外向けは中国、インド等のアジア向け

を中心に堅調に推移した結果、全体の受注動向は 1,180.7 億円（前年同期比 1.4％減）となりました。 

   このような状況の中で、当社グループは新「中期経営５ヶ年計画」の第 1年次として『成形システ

ムビルダとしての「商品多角化」および「品質向上」と「グローバル企業としての持続的成長」をバ

ランスよく実現し、社会から信頼される企業グループとして発展する。』をスローガンとして掲げ、

グループ一丸となって連結収益の拡大、企業価値の向上に取り組んでまいりました。 

   その結果、当中間連結会計期間の連結売上高は、欧州地域における売上増加等により 289.7 億円（対

前期比 5.2％増）となりました。利益面におきましては、原材料価格の上昇、増収に伴う販売費およ

び人件費の増加もございましたが、増収効果等により営業利益は 25.8 億円（同 8.0％増）、経常利

益は 27.5 億円（同 14.5％増）となり、中間純利益は、税金負担割合の減少等により 18.3 億円（同 

31.3％増）となりました。 

 

   当社グループは主に鍛圧機械とこれに付帯する装置等を製造・販売しておりますが、当中間連結会

計期間については全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額

に占めるそれらの事業区分の割合がいずれも 90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報

の記載を省略しております。事業部門別売上高は、プレス機械部門が 23,850 百万円（対前年同期比

1.6％増）、サービス部門が 5,105 百万円（同 26.6％増）、その他が 20 百万円（同 42.6％減）とな

っております。 

 

所在地別セグメントの業績は以下のとおりです。  

日 本： 

 

自動車関連業界の設備投資が一巡したこと等により、売上高は 21,144 百万円（対前年同

期比 0.5％減）、営業利益は 1,864 百万円（同 6.6％減）となりました。 

アジア： 

 

 

自動車関連業界の設備投資需要が拡大したこと等により、売上高は 5,921 百万円（対前年

同期比 1.7％増）となりましたが、経費が増加したこと等により営業利益は 679 百万円（同

2.4％減）となりました。 

米 州： 

 

日系自動車関連業界向けの売上が増加したことにより、売上高は 4,508 百万円（対前年同

期比 42.2％増）、営業損失は 50 百万円（同 74.8％減）となりました。 

欧 州： 

 

中東欧向けの売上が増加したこと等により、売上高は 5,178 百万円（対前年同期比 52.3％

増）となり、営業利益は 29 百万円（同 8.4％減）となりました。 
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 ②通期の見通し 

   今後の見通しにつきましては、国内の設備投資需要に一服感がでており今後はスローダウンが見込

まれること、一方自動車や家電等主要需要業界の海外向け設備投資は今後も堅調に推移すると見込ま

れるものの、原油価格・資材価格の高騰が続くこと、グローバル市場における受注獲得競争の激化、

継続的なコストダウン要求など依然として厳しい環境に置かれております。当社グループは厳しい経

営環境に対応し、より強固な経営基盤を築いてさらなる企業価値の向上を目指すため、平成 19 年度

から新しい中期経営基本計画を策定し、その５ヶ年計画の第 1年次として重点施策の達成を目指して

まいります。 

   通期の見通しにつきましては、売上高 645 億円、営業利益 55 億円、経常利益 56 億円、当期純利益

34 億円を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ） 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 293 百万円減少し、52,030 百万円となりました。受注残

高の増加に伴いたな卸資産は 3,374 百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が 3,322 百万円減少

したのをはじめ現金及び預金も 211 百万円減少しました。  

固定資産は、前連結会計年度末に比べて 1,471 百万円増加し、39,224 百万円となりました。固定

資産の増加は、主に新工場の竣工等により建物及び構築物が 707 百万円、機械装置及び運搬具が 918

百万円増加したためであります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて 1,178 百万円増加し、91,254 百万円となりました。 

（ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ 297 百万円増加し、24,704 百万円となりました。流動負債の

増加は、前受金が 673 百万円増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて 42 百万円減少し、1,488 百万円となりました。 

（ハ）純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 923 百万円増加し、65,062 百万円となりました。主な増加

要因は、利益剰余金が 902 百万円増加したことなどによります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末と比

べ 1,535 百万円減少し、9,939 百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果、得られた資金は 648 百万円（前年同期は 264 百万円の支出）となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益 2,736 百万円、減価償却費 1,053 百万円、売上債権の

減少4,043百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加3,362百万円、法人税等の支払額1,364

百万円であります。 
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（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果、使用した資金は 1,116 百万円（前年同期は 1,228 百万円の収入）となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出 1,689 百万円等であります。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、使用した資金は 902 百万円（前年同期は 1,691 百万円の支出）となりました。 

これは、配当金の支払 931 百万円等であります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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 平成 19 年 9 月 

中間期 

自己資本比率(％) 85.9 78.5 72.8 71.2 71.3

時価ベース自己資本比率（％） 49.0 61.4 80.4 66.0 58.1

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率（％） 
- - 2.5 - -

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ（倍） 
1154.5 - 78.9 452.9 1466.3

自己資本比率：自己資本÷総資産   

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債÷キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー÷利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。 

※ 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。 

※ キャッシュ・フローは中間連結（連結）キャッシュ･フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負

債は、中間連結（連結）貸借対照表に記載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。

また、利払いにつきましては、中間連結（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。 

 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主の皆様の利益を経営上の重要課題の一つと認識し、経営基盤の強化と企業品質の向上

及びグローバルな事業展開により企業価値の向上と 1株当たり利益の継続的な増加に努めています。 

配当金につきましては中長期的に安定配当を継続することを基本方針としつつ、毎期の業績を踏ま

え連結配当性向 30％を目処として株主の皆様への成果配分を高めていきたいと考えております。 

内部留保資金につきましては、中期経営基本計画の目標実現のための研究開発投資、生産合理化・

品質向上のための設備投資、グローバル事業の強化等に活用していく所存です。 

当期の配当金につきましては、1株につき普通配当 15 円とさせていただく予定でおります。 

 

 

（４）事業等のリスク 

①国際的活動および海外進出について 

当社グループの生産及び販売活動は、日本のほか米州、欧州およびアジア各国地域で行われており

ます。これらの海外市場への事業進出には、① 予期しない政策、法律または規制の変更、② 外国

為替相場の大幅かつ急激な変動、③ テロ、疫病、戦争、その他の原因による社会的混乱等のリスク

が内在しており、現地の状況によっては当社グループの業績と財務状況に重要な影響がおよぶ可能性

があります。 

②製品の品質保証について 

当社グループは日本を含めた世界各国の工場で各国法令・基準等に準拠した当社の品質管理基準に

従って各種製品を製造しております。しかし、すべての製品に欠陥がなく、将来的にリコールが発生
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しないという保証はありません。また製造物賠償責任については保険に加入しておりますが、この保

険が 終的に負担する賠償額を担保できるという保証はありません。さらに当社グループが引き続き

製造物賠償責任保険に許容できる条件で加入できるとは限りません。大規模なリコールや製造物賠償

責任につながる製品の欠陥が生じた場合、それらが多額のコストや当社グループの評価に影響を与え、

その結果売上が低下し、当社グループの業績と財務状況に重要な影響が及ぶ可能性があります。 

③原材料仕入価格の変動について 

当社グループの製品群の主要原材料は、鋼材を始めとする鉄鋼製品、また軸受や電線等に使用する

銅合金などの金属材料であり、それらに大幅な価格変動があった場合には、当社グループの業績と財

務状況に重要な影響がおよぶ可能性があります。  

④競合等の影響について 

当社グループの主要製品である鍛圧機械においては、グローバル市場で同業他社との間に品質、価

格、納期、サービス等において競合が生じています。当業界において供給過剰や需要の大幅な低下が

生じて販売競争がさらに激化した場合、当社グループの業績に重要な影響がおよぶ可能性があります。  

⑤経営成績の季節的変動について 

当社の売上高は検収基準に拠っていますが、特に日本国内および海外の日系企業への検収引渡しは、

期末に集中する傾向が顕著です。従って製品の検収が翌期にずれ込んだ場合、当社グループの売上高

および営業利益等の業績に影響がおよぶ可能性があります。  

⑥地震等による影響について 

当社の主力工場は、今後大地震の発生が予想される関東平野南部の神奈川県西北部に位置しており、

これらの地域において大地震等の自然災害が発生した場合、当社グループの生産および業績に重大な

影響がおよぶ可能性があります。  
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２．企業集団の状況

14社）で構成されております。

事業の系統図は、次のとおりであります。

国内における製造会社 国内における保険・警備会社

連結財務諸表提出会社

アイダエンジニアリング株式会社

（国内製造・販売・サービス及び輸出）

ｱｲﾀﾞﾎﾝｺﾝ　LTD.

ｱｲﾀﾞｽﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
PTE.LTD.

ｱｲﾀﾞｽﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
(ﾏﾚｰｼｱ）SDN.BHD.

 ｱｲﾀﾞｽﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ）CO.,LTD.

連結子会社

 PT ｱｲﾀﾞｽﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)

ｱｲﾀﾞｶﾅﾀﾞ,　INC.

 ｱｲﾀﾞﾌﾟﾚｯｾﾝ GmbH

 ｱｲﾀﾞ do ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

(注)　１．上記のほか、連結子会社ｱｲﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞUK LTD.（平成16年3月以降、営業停止中）

　　　　及び連結子会社ｱｲﾀﾞ SAS（平成18年4月以降、営業停止中）があります。

　　　２．上記以外にも、連結子会社間の取引があります。

海外における販売・サービス会社

連結子会社

 ｱｲﾀﾞS.r.l.

海外における製造会社

当社グループは、金属加工機械のうち鍛圧機械ならびにそれらに付帯するプレス加工自動化

 会田工程技術(上海）
有限公司

 ｱｲﾀﾞﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ
(ﾏﾚｰｼｱ）SDN.BHD.

ｱｲﾀﾞｱﾒﾘｶ CORP.

のための各種自動装置、産業用ロボットおよび金型等の製造・販売を主な事業として、当社、

子会社16社（国内製造会社1社、国内商事会社 1社ならびに国外製造・販売・サービス会社

連結子会社 ㈱エービーシー 連結子会社㈱アクセス

  7
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３．経営方針 

 （１）会社の経営の基本方針 

   当社グループは、 

「成形システムビルダとしてグローバルに発展し、人と社会に貢献する企業であり続ける」 

ことを企業理念として掲げております｡ 

この経営理念を基本姿勢として、金属その他各種素材に対応する独創的な成形システムの開発・

製造・販売・サービスを通じて、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会などのステークホルダー

各位と長期的な信頼関係を構築して、経営理念に掲げる人と社会への貢献を実現していく所存です。 

（２）目標とする経営指標 

当社グループは、事業のグローバル化を推進して収益力を向上することに注力しております。 

中期的には売上高 700 億円台、売上高営業利益率 10％台、ＲＯＥ7％台を安定的に達成することを

目標に掲げ、企業価値と株主価値の向上に一層の努力を傾注してまいります。 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、成形システムを活用する顧客のニーズにきめ細かく対応する技術開発・商品開

発に注力しております。また当社グループが保有する財産を効率よく活用するため、国内外に子会

社等を適宜配置して連結収益の増大を重視した企業活動を展開することにより、企業価値・株主価

値の向上を目指しております。特に国内 4ヶ所に生産拠点を展開すると同時に、鍛圧機械関連の設

備投資需要が拡大基調にある北米（米国）、欧州（イタリア）、アジア（マレーシア、中国）の海外

主要市場にも生産拠点を設けてグローバル規模で販売・生産･サービス活動を積極的に行い、国内

外の顧客に対して、安全で質の高い商品・サービスを適宜提供できる体制を敷いており、中長期的

に成形システム分野で「トップランナー」となることを経営戦略の柱としております｡ 

今年度よりスタートした中期経営基本計画においては、以下のスローガンを掲げております。 

『成形システムビルダとしての「商品多角化」および「品質向上」と「グローバル企業としての持

続的成長」をバランスよく実現し、社会から信頼される企業グループとして発展する。』 

（４）会社が対処すべき課題 

当社は、平成 19 年 3 月におかげさまで創業 90 周年を迎えることができました。一方で現状の経

済環境に目を転じると、各種原材料の高騰、市場競争の激化、コストダウン要求の高まりなど依然

として厳しい環境に置かれております。 

当社グループは厳しい経営環境に対応し、より強固な経営基盤を築いてさらなる企業価値の向上

を目指すため、前述のとおり平成 19 年度から新しい中期経営基本計画を策定いたしました。今年

度はその５ヶ年計画の第1年次として以下の重点施策を実行して、目標の達成に努めてまいります。 

１．戦略商品への経営資源集中投下による収益の拡大 

２．グローバル体制の強化 

３．人財開発の強化 
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４．中間連結財務諸表
（1）中間連結貸借対照表

注記
番号

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 9,448 9,597 9,809

受取手形及び売掛金 ※ 12,806 11,004 14,326

有価証券 - 370 1,705

たな卸資産 24,350 26,324 22,949

繰延税金資産 1,423 1,553 1,525

その他 2,501 3,331 2,128

貸倒引当金 △ 90 △ 151 △ 121

流動資産合計 50,439 58.9 52,030 57.0 52,323 58.1

Ⅱ 固定資産

建物及び構築物 21,471 22,835 21,838

　減価償却累計額 12,000 9,470 12,686 10,149 12,396 9,441

機械装置及び運搬具 17,008 19,265 18,029

　減価償却累計額 12,513 4,495 13,221 6,044 12,904 5,125

土地 5,403 5,368 5,369

建設仮勘定 295 691 574

その他 2,402 2,662 2,511

　減価償却累計額 1,865 537 2,002 659 1,922 589

有形固定資産合計 20,202 23.6 22,912 25.1 21,100 23.4

673 0.8 935 1.0 835 0.9

(3)投資その他の資産

投資有価証券 12,233 12,843 13,309

繰延税金資産 16 18 16

その他 2,188 2,564 2,544

貸倒引当金 △ 67 △ 49 △ 53

投資その他の資産合計 14,372 16.8 15,376 16.8 15,817 17.6

固定資産合計 35,248 41.1 39,224 43.0 37,752 41.9

資産合計 85,687 100.0 91,254 100.0 90,076 100.0

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

(平成19年3月31日)

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末

(平成19年9月30日)(平成18年9月30日)

(2)無形固定資産

(1)有形固定資産

構成比
（％）

金額（百万円） 金額（百万円）金額（百万円）区分
構成比
（％）

構成比
（％）
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注記
番号

Ⅰ 流動負債

支払手形及び買掛金 ※ 5,083 5,398 5,454

未払金 4,086 4,738 4,182

未払法人税等 1,287 955 1,354

前受金 8,172 9,154 8,480

製品保証引当金 1,732 1,761 2,266

賞与引当金 759 797 699

その他 1,949 1,898 1,970

流動負債合計 23,071 26.9 24,704 27.1 24,407 27.1

Ⅱ 固定負債

繰延税金負債 732 1,008 1,015

退職給付引当金 150 199 198

役員退任慰労金
引当金

283 - 298

その他 31 281 18

固定負債合計 1,198 1.4 1,488 1.6 1,531 1.7

負債合計 24,269 28.3 26,192 28.7 25,938 28.8

Ⅰ 株主資本

資本金 7,831  9.1 7,831  8.6 7,831  8.7

資本剰余金 13,021  15.2 13,003  14.2 13,009  14.4

利益剰余金 41,422  48.3 43,980  48.2 43,078  47.8

自己株式 △ 3,652 △ 4.3 △ 3,512 △ 3.8 △ 3,548 △ 3.9

株主資本合計 58,623  68.4 61,302  67.2 60,370  67.0

Ⅱ 評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

1,639  1.9 2,066  2.3 2,046  2.3

繰延ヘッジ損益 △ 68 △ 0.1 △ 2 △ 0.0 △ 25 △ 0.0

為替換算調整勘定 1,223  1.4 1,681  1.8 1,745  1.9

評価・換算差額等合計 2,794  3.3 3,745  4.1 3,767  4.2

Ⅲ 新株予約権 - - 14  0.0 - -

　　純資産合計 61,417  71.7 65,062 71.3 64,138  71.2

負債純資産合計 85,687 100.0 91,254 100.0 90,076 100.0

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

構成比
（％）

区分

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表
当中間連結会計期間末

(平成19年9月30日) (平成19年3月31日)

(純資産の部)

前中間連結会計期間末

(平成18年9月30日)

金額（百万円） 金額（百万円）
構成比
（％）
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（2）中間連結損益計算書

注記
番号

Ⅰ 売上高 27,548 100.0 28,977 100.0 62,120 100.0

Ⅱ 売上原価 20,634 74.9 21,345 73.7 47,180 75.9

売上総利益 6,913 25.1 7,632 26.3 14,940 24.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,518 16.4 5,044 17.4 9,776 15.7

営業利益 2,395 8.7 2,587 8.9 5,164 8.3

Ⅳ 営業外収益

受取利息 132 194 281

受取配当金 66 82 97

生命保険配当金 15 - -

その他 42 256 0.9 98 375 1.3 110 489 0.8

Ⅴ 営業外費用

支払利息 5 0 8

為替差損 193 172 356

その他 46 244 0.9 34 207 0.7 101 466 0.8

経常利益 2,406 8.7 2,755 9.5 5,186 8.3

Ⅵ 特別利益

固定資産売却益 27 1 27

貸倒引当金戻入益 2 0 5

役員退任慰労金引当金戻入益 7 - 7

その他 4 42 0.2 2 5 0.0 5 46 0.1

Ⅶ 特別損失

固定資産売却損 3 0 1

固定資産除却損 14 18 67

固定資産減損損失 ※1 63 - 101

投資有価証券売却損 148 - 148

欧州事業再構築費用 - - 101

その他 - 229 0.8 4 23 0.1 3 423 0.7

2,219 8.1 2,736 9.4 4,809 7.7

法人税、住民税及び事業税 ※２ 1,057 967 2,110

法人税等調整額 ※２ △ 236 821 3.0 △ 66 900 3.1 △ 355 1,755 2.8

中間（当期）純利益　　 1,397 5.1 1,835 6.3 3,053 4.9

百分比
（％）

（自 平成18年4月 1日

　　至 平成18年9月30日）

（自 平成19年4月 1日

　　至 平成19年9月30日）

（自 平成18年4月 1日

　　至 平成19年3月31日）

区分

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
前連結会計年度の

要約連結損益計算書

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）

税金等調整前
中間(当期)純利益

11



アイダエンジニアリング株式会社（６１１８）平成20年３月期　中間決算短信

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

7,831 13,031 40,800 △ 3,677 57,984 1,917 - 878 2,796 60,780

△ 715 △ 715 - △ 715

△ 60 △ 60 - △ 60

1,397 1,397 - 1,397

△ 20 △ 20 - △ 20

△ 9 45 36 - 36

- △ 277 △ 68 344 △ 1 △ 1

- △ 9 622 25 638 △ 277 △ 68 344 △ 1 637

7,831 13,021 41,422 △ 3,652 58,623 1,639 △ 68 1,223 2,794 61,417

（注）平成18年6月29日開催の定時株主総会決議によるものであります。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

7,831 13,009 43,078 △ 3,548 60,370 2,046 △ 25 1,745 3,767 - 64,138

△ 933 △ 933 - △ 933

1,835 1,835 - 1,835

△ 23 △ 23 - △ 23

△ 5 58 52 - 52

- - 14 14

- 20 22 △ 64 △ 21 △ 21

- △ 5 902 35 931 20 22 △ 64 △ 21 14 923

7,831 13,003 43,980 △ 3,512 61,302 2,066 △ 2 1,681 3,745 14 65,062

（注）平成19年6月28日開催の定時株主総会決議によるものであります。

為替換算
調整勘定

評価
・換算
差額等
合計

平成18年３月31日残高
（百万円）

株主資本 評価・換算差額等

自己株式
株主資本

合計

その他
有価証券

評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

中間連結会計期間中
の変動額

資本金
資本

剰余金
利益

剰余金

剰余金の配当（注）

役員賞与（注）

中間純利益

平成18年９月30日残高
（百万円）

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中
の変動額(純額)

中間連結会計期間中
の変動額合計　　（百万円）

純資産
合計資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本

合計

その他
有価証券

評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

中間連結会計期間中
の変動額合計　　（百万円）

平成19年９月30日残高
（百万円）

新株予約権の発行

剰余金の配当（注）

中間純利益

自己株式の取得

純資産
合計

新株予
約権

自己株式の処分

株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中
の変動額(純額)

為替換算
調整勘定

評価
・換算
差額等
合計

平成19年３月31日残高
（百万円）

中間連結会計期間中
の変動額

株主資本 評価・換算差額等
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前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

7,831 13,031 40,800 △ 3,677 57,984 1,917 - 878 2,796 60,780

△ 715 △ 715 - △ 715

△ 60 △ 60 - △ 60

3,053 3,053 - 3,053

△ 33 △ 33 - △ 33

△ 21 163 141 - 141

- 129 △ 25 867 970 970

- △ 21 2,278 129 2,386 129 △ 25 867 970 3,357

7,831 13,009 43,078 △ 3,548 60,370 2,046 △ 25 1,745 3,767 64,138

（注）平成18年6月29日開催の定時株主総会決議によるものであります。

剰余金の配当（注）

役員賞与（注）

当期純利益

平成19年３月31日残高
（百万円）

自己株式の取得

自己株式の処分

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　　（百万円）

平成18年３月31日残高
（百万円）

株主資本 評価・換算差額等

連結会計年度中
の変動額

純資産
合計資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本

合計

その他
有価証券

評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価
・換算
差額等
合計
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（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

注記
番号

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 2,219 2,736 4,809

減価償却費 899 1,053 1,894

固定資産減損損失 63 - 101

貸倒引当金の増減額 △ 53 22 △ 42

賞与引当金の増減額 185 97 124

製品保証引当金の増減額 130 △ 530 624

退職給付引当金の増減額 55 △ 5 95

受取利息及び受取配当金 △ 198 △ 276 △ 378

支払利息 5 0 8

有価証券売却損益 148 △ 4 148

有形固定資産除却損 13 18 67

有形固定資産売却損益 △ 23 △　0 △ 26

売上債権の増減額 2,444 4,043 1,322

たな卸資産の増減額 △ 4,152 △ 3,362 △ 2,459

仕入債務の増減額 320 △ 414 934

その他資産の増減額 △ 1,254 △ 1,395 △ 1,143

その他負債の増減額 39 95 △ 213

役員賞与の支払額 △ 50 - △ 60

その他 1 △ 315 108

   小計 794 1,762 5,915

利息及び配当金の受取額 185 250 381

利息の支払額 △ 5 △　0 △ 8

法人税等の支払額 △ 1,239 △ 1,364 △ 2,233

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 264 648 4,054

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入 - 4 -

有形固定資産の取得による支出 △ 1,114 △ 1,689 △ 2,784

有形固定資産の売却による収入 92 39 110

投資有価証券の取得による支出 △ 300 △ 202 △ 697

投資有価証券の売却による収入 2,563 696 2,162

定期預金の預入れによる支出 △ 22 △ 28 △ 37

定期預金の払戻しによる収入 - 40 -

その他 8 23 △ 28

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,228 △ 1,116 △ 1,275

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △ 1,000 - △ 1,000

自己株式の取得による支出 △ 20 △ 23 △ 33

自己株式の売却による収入 36 52 141

配当金の支払額 △ 707 △ 931 △ 717

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,691 △ 902 △ 1,609

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 170 △ 165 321

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 557 △ 1,535 1,492

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,983 11,475 9,983

Ⅶ ※ 9,425 9,939 11,475

　至 平成19年9月30日）　　至 平成19年3月31日）

区　分

現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

金額（百万円）

（自 平成18年4月 1日

金額（百万円）

　至 平成18年9月30日）

前連結会計年度の要約連結

（自 平成18年4月 1日

金額（百万円）

（自 平成19年4月 1日

キャッシュ・フロー計算書
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
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 15  

(5)中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

連結子会社の数 16社 

連結子会社の名称 

㈱アクセス、㈱エービーシー、

アイダホンコンLTD.、アイダス

タ ン ピ ン グ テ ク ノ ロ ジ ー

PTE.LTD.、アイダスタンピング

テ ク ノ ロ ジ ー ( マ レ ー シ

ア)SDN.BHD.、アイダスタンピ

ングテクノロジー(タイランド)

CO.,LTD.、PT アイダスタンピ

ングテクノロジー(インドネシ

ア）、アイダマニュファクチャ

リング(マレーシア)SDN.BHD.、

会田工程技術（上海）有限公

司、アイダアメリカCORP.、ア

イダカナダ,INC.、アイダエン

ジニアリングUK LTD.、アイダ

SAS、アイダS.r.l.、アイダプ

レッセンGmbH、アイダ do ブラ

ジル 

連結子会社の数 16社 

連結子会社の名称 

㈱アクセス、㈱エービーシー、ア

イダホンコンLTD.、アイダスタン

ピングテクノロジーPTE.LTD.、ア

イダスタンピングテクノロジー

(マレーシア)SDN.BHD.、アイダス

タンピングテクノロジー(タイラ

ンド) 

CO.,LTD.、PT アイダスタンピン

グテクノロジー(インドネシ

ア）、アイダマニュファクチャリ

ング(マレーシア)SDN.BHD.、会田

工程技術（上海）有限公司、アイ

ダアメリカCORP.、アイダカナ

ダ,INC.、アイダエンジニアリン

グUK LTD.、アイダSAS、アイダ

S.r.l.、アイダプレッセンGmbH、

アイダ do ブラジル 

連結子会社の数 16社 

連結子会社の名称 

㈱アクセス、㈱エービーシ

ー、アイダホンコンLTD.、

アイダスタンピングテクノ

ロジーPTE.LTD.、アイダス

タンピングテクノロジー(マ

レーシア)SDN.BHD.、アイダ

スタンピングテクノロジー

(タイランド) 

CO.,LTD.、PT アイダスタン

ピングテクノロジー(インド

ネシア）、アイダマニュフ

ァクチャリング(マレーシ

ア)SDN.BHD.、会田工程技術

（上海）有限公司、アイダ

アメリカCORP.、アイダカナ

ダ,INC.、アイダエンジニア

リ ン グ UK LTD. 、 ア イ ダ

SAS、アイダS.r.l.、アイダ

プレッセンGmbH、アイダ do 

ブラジル 

 

 当中間連結会計期間において連

結子会社が1社減少しておりま

す。これは、当中間連結会計期

間において㈱ヴェルデックスが

清算結了したことによるもので

あります。 

 当連結会計年度において連

結子会社が1社減少しており

ます。これは、当連結会計

年度において㈱ヴェルデッ

クスが清算結了したことに

よるものであります。 

 

 非連結子会社の名称 

アービオテック㈱ 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余

金等は、いずれも僅少であ

り、中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除外して

おります。 

非連結子会社の名称 

アービオテック㈱ 

連結の範囲から除いた理由 

 同左 

非連結子会社の名称 

アービオテック㈱ 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社の総資産、

売上高、当期純損益及び

利益剰余金等は、いずれ

も僅少であり、連結財務

諸表に重要な影響を及ぼ

していないため、連結の

範囲から除外しておりま

す。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

２ 持分法の適

用に関する

事項 

持分法を適用しない非連結子会

社 

アービオテック㈱ 

非連結子会社に持分法を適用し

ない理由 

 非連結子会社の中間純損益及

び利益剰余金等は、いずれも

僅少であり、中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしてい

ないため、持分法の適用範囲

から除外しております。 

持分法を適用しない非連結子会社 

アービオテック㈱ 

非連結子会社に持分法を適用しな

い理由 

 同左 

持分法を適用しない非連結

子会社 

アービオテック㈱ 

非連結子会社に持分法を適

用しない理由 

 非連結子会社の当期純損

益及び利益剰余金等は、

いずれも僅少であり、連

結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、

持分法の適用範囲から除

外しております。 

３ 連結子会社

の中間決算

日(決算日)

等に関する

事項 

連結子会社のうち、会田工程技

術（上海）有限公司の中間決算

日は６月30日であります。中間

連結財務諸表の作成にあたって

は同日現在の中間財務諸表を使

用し、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引については、

連結上、必要な調整を行ってお

ります。 

同左 連結子会社のうち、会田工

程技術（上海）有限公司の

決算日は12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成に

あたっては同日現在の財務

諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引

については、連結上、必要

な調整を行っております。 

４ 会計処理基

準に関する

事項 

(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 

   …中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は主として移動

平均法により算定) 

 

   時価のないもの 

   …移動平均法による原価

法 

②デリバティブ取引により生

じる正味の債権(及び債務)

  …時価法 

 

 ③たな卸資産 

  製品・仕掛品 

  …主として個別法による原

価法 

  原材料 

  …主として先入先出法によ

る原価法 

(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 

   …同左 

 

 

 

 

 

 

   時価のないもの 

   …同左 

 

 ②デリバティブ取引により生じ

る正味の債権(及び債務) 

  …同左 

 

 ③たな卸資産 

  製品・仕掛品 

  …同左 

 

  原材料 

  …同左 

(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

は主として移動平

均法により算定) 

   時価のないもの 

   …同左 

 

 ②デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権(及

び債務) 

  …同左 

 ③たな卸資産 

  製品・仕掛品 

  …同左 

 

  原材料 

  …同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

 ①有形固定資産 

  …当社及び国内連結子会社

は主として定率法。ただ

し、一部の当社建物につ

いては、定額法。海外連

結子会社は主として定額

法 

当社の建物及び構築物、

機械装置は当社が相当と

認めた耐用年数を使用 

  建物及び構築物 

   ２年～50年 

  機械装置及び運搬具 

   ２年～10年 

(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 

 ・平成19年３月31日以前 

  取得分 

  当社及び国内連結子会社は主

として旧定率法。ただし、一

部の当社建物については、旧

定額法。海外連結子会社は主

として定額法 

  当社の建物及び構築物、機械

装置は当社が相当と認めた耐

用年数を使用 

 ・平成19年４月１日以降 

  取得分 

  当社及び国内連結子会社は主

として定率法。ただし、一部

の当社建物については、定額

法。海外連結子会社は主とし

て定額法 

  当社の建物及び構築物、機械

装置は当社が相当と認めた耐

用年数を使用 

  建物及び構築物 

   ２年～50年 

  機械装置及び運搬具 

   ２年～10年 

(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 

  …当社及び国内連結子

会社は主として定率

法。ただし、一部の

当社建物について

は、定額法。海外連

結子会社は主として

定額法 

当社の建物及び構築

物、機械装置は当社

が相当と認めた耐用

年数を使用 

  建物及び構築物 

   ２年～50年 

  機械装置及び運搬具 

   ２年～10年 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正（(所得税法等

の一部を改正する法律 平成19年

３月30日 法律第６号)及び(法人

税法施行令の一部を改正する政令 

平成19年３月30日 政令第83号))

に伴い、平成19年４月１日以降に

取得したものについては、改正後

の法人税法に基づく方法に変更し

ております。 

 これに伴い、前中間連結会計期

間と同一の方法によった場合と比

べ、営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益がそれぞれ９

百万円減少しております。なお、

「セグメント情報」の所在地別セ

グメントにおいて、「日本」の営

業利益が同額減少しております。 

（追加情報） 

なお、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法によ

っております。これに伴い、前中

間連結会計期間と同一の方法によ

った場合と比べ、営業利益が37百

万円、経常利益・税金等調整前中

間純利益がそれぞれ39百万円減少

しております。なお、「セグメン

ト情報」の所在地別セグメントに

おいて、「日本」の営業利益が同

額減少しております。 
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項目 前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

  ②無形固定資産 

  …定額法 

   なお、自社利用によるソ

フトウェアについては社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法 

 ②無形固定資産 

  …同左 

 ②無形固定資産 

  …同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

  …債権の貸倒れによる損失

に備えるため、主として

一般債権については貸倒

実績率法により、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。

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

  …同左 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 ①貸倒引当金 

  …同左 

  ②製品保証引当金 

  …製品の引渡後に発生する

費用支出に備えるため、

主として保証期間内にお

ける補修費用の見込額を

計上しております。 

 ②製品保証引当金 

  …同左 

 ②製品保証引当金 

  …同左 

  ③賞与引当金 

  …従業員賞与の支出に充て

るため、主として支給見

込額のうち当中間連結会

計期間の負担額を計上し

ております。 

 ③賞与引当金 

  …同左 

 ③賞与引当金 

  …従業員賞与の支出に

充てるため、主とし

て支給見込額のうち

当連結会計年度の負

担額を計上しており

ます。 

  ④退職給付引当金 

  …従業員の退職給付に備え

るため、主として当連結

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、当中間

連結会計期間末において

発生していると認められ

る額を計上しておりま

す。 

   数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均

残存勤務期間内の一定年

数(10年。ただし、一部

の国内連結子会社につい

ては５年)による定額法

により翌連結会計年度か

ら費用処理することとし

ております。 

 ④退職給付引当金 

  …同左 

 

 ④退職給付引当金 

  …従業員の退職給付に

備えるため、主とし

て当連結会計年度末

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。 

   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

内の一定年数(10年。

ただし、一部の国内

連結子会社について

は５年)による定額法

により翌連結会計年

度から費用処理する

こととしておりま

す。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  ⑤役員退任慰労金引当金 

  …当社は役員の退職慰労金

の支払に備えるため、役

員退任慰労金規程に基づ

く中間期末要支給見込額

を計上しております。 

 

 ⑤役員退任慰労金引当金 

    ―――― 

（追加情報） 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、役員退任慰労金規程

に基づく期末要支給額を計上し

ておりましたが、平成19年６月

28日開催の定時株主総会おい

て、役員退職慰労金制度を廃止

し、廃止時の要支給額を取締役

及び監査役の退任時に打切り支

給することを決議いたしまし

た。 

 これにより、廃止時における

役員退任慰労金引当金相当額

281百万円を固定負債「その

他」に振り替えております。 

 

 ⑤役員退任慰労金引当金 

  …当社は役員の退職慰労

金の支払に備えるた

め、役員退任慰労金規

程に基づく期末要支給

額を計上しておりま

す。 

 (4) 重要な外貨建資産または負

債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中

間連結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、在外連結子会社の資

産・負債は中間連結決算日

の直物為替相場により円貨

に換算し、収益・費用は期

中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘

定に含めております。 

(4) 重要な外貨建資産または負

債の本邦通貨への換算基準 

同左 

(4) 重要な外貨建資産または

負債の本邦通貨への換算

基準 

外貨建金銭債権債務は、

連結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、在外連結子会社の

資産・負債は連結決算日

の直物為替相場により円

貨に換算し、収益・費用

は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は

純資産の部における為替

換算調整勘定に含めてお

ります。 

 (5) 重要なリース取引の処理方

法 

  当社及び国内連結子会社

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

る方法に準じた会計処理に

よっており、在外子会社に

ついては、主として通常の

売買取引に準じた会計処理

によっております。 

(5) 重要なリース取引の処理方

法 

  同左 

(5) 重要なリース取引の処理

方法 

  同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理に

よっております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法 

同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

為替予約及び通貨オプシ

ョン 

(ヘッジ対象) 

外貨建予定取引 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

同左 

 

(ヘッジ対象) 

同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) 

同左 

 

 (ヘッジ対象) 

同左 

  ③ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する

権限規定及び取引限度額等

を定めた内部規定に基づ

き、ヘッジ対象に係る為替

変動リスクを一定の範囲内

でヘッジしております。 

 ③ヘッジ方針 

同左 

 ③ヘッジ方針 

同左 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段と

の関係が直接的であるた

め、ヘッジの有効性の評価

を省略しております。 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法

同左 

 

 (7) その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によ

っております。 

(7) その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

 同左 

(7) その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

 同左 

５ 中間連結キ

ャッシュ・

フロー計算

書(連結キャ

ッシュ・フ

ロー計算書)

における資

金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現

金同等物)は手許現金、要求払

預金及び取得日から３ヵ月以内

に満期が到来し、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

短期投資からなっております。

同左 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、要

求払預金及び取得日から３ヵ

月以内に満期が到来し、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

しか負わない短期投資からな

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

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準） 
 当中間連結会計期間から「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 平成17年
12月９日 企業会計基準第５号)及び
「貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準等の適用指針」(企業会
計基準委員会 平成17年12月９日 企
業会計基準適用指針第８号)を適用し
ております。これによる損益に与える
影響はありません。なお、従来の「資
本の部」の合計に相当する金額は
61,485百万円であります。 
 中間連結財務諸表規則の改正によ
り、当中間連結会計期間における中間
連結財務諸表は、改正後の中間連結財
務諸表規則により作成しております。 
 

―――――― 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す
る会計基準） 
 当連結会計年度から「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準」(企
業会計基準委員会 平成17年12月９日
企業会計基準第５号)及び「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基準等
の適用指針」(企業会計基準委員会 平
成17年12月９日 企業会計基準適用指針
第８号)を適用しております。これによ
る損益に与える影響はありません。な
お、従来の「資本の部」の合計に相当す
る金額は64,163百万円であります。 
 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。 
 

（役員賞与に関する会計基準） 
 当中間連結会計期間から「役員賞与
に関する会計基準」(企業会計基準委
員会 平成17年11月29日 企業会計基
準第４号)を適用しております。これ
により営業利益、経常利益及び税金等
調整前中間純利益は、それぞれ21百万
円減少しております。なお、「セグメ
ント情報」の所在地セグメントにおい
て、「日本」の営業利益が同額減少し
ております。 
 

―――――― 

 

（役員賞与に関する会計基準） 
 当連結会計年度から「役員賞与に関す
る会計基準」(企業会計基準委員会 平
成17年11月29日 企業会計基準第４号)
を適用しております。これにより営業利
益、経常利益及び税金等調整前中間純利
益は、それぞれ94百万円減少しておりま
す。なお、「セグメント情報」の所在地
セグメントにおいて、「日本」の営業利
益が同額減少しております。 
 

―――――― 

 

（ストック・オプション等に関する会
計基準等） 
 当中間連結会計期間から「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 平成17年12月

27日 企業会計基準第８号）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

終改正平成18年５月31日 企業会計

基準適用指針第11号）を適用しており

ます。これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、それ

ぞれ14百万円減少しております。な

お、「セグメント情報」の所在地別セ

グメントにおいて、「日本」の営業利

益が同額減少しております。 

―――――― 

 

 
 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間において固定負債の「その他」に含

めておりました「繰延税金負債」（前中間連結会計期間602

百万円)については重要性が増したため、当中間連結会計期

間より区分掲記しております。 

（中間連結貸借対照表関係） 

―――――― 
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(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※   中間連結会計期間末日の満

期手形の会計処理は、手形交

換日をもって決済処理してお

ります。なお、当中間連結会

計期間末日は金融機関の休日

であったため、次の満期手形

が中間連結会計期間末日の残

高に含まれております。 

受取手形 378百万円 

支払手形 58百万円 
 

※   中間連結会計期間末日の満期手

形の会計処理は、手形交換日を

もって決済処理しております。

なお、当中間連結会計期間末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間連結会

計期間末日の残高に含まれてお

ります。 

受取手形 211百万円

支払手形 42百万円
 

※   連結会計年度末日の満期手形の

会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理しております。な

お、当連結会計年度末日は金融

機関の休日であったため、次の

満期手形が連結会計年度末日の

残高に含まれております。 

 

受取手形 234百万円

支払手形 71百万円
 

 

(中間連結損益計算書関係) 
 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 固定資産減損損失 

 当社グループは以下の資産につい

て減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 金額 

遊休 

土地 
土地 

石川県

白山市 

63 

百万円 

 当社グループは、事業用資産につ

いては管理会計上の区分で、遊休資

産については個別の物件単位でグル

ーピングを行っております。 

(経緯) 

 当社グループの保有する遊休資産

のうち、回収可能価額が帳簿価額を

下回るものについて、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失(63百万円)として特別損

失に計上しております。 

(回収可能価額の算定方法等) 

 回収可能価額は正味売却価額（不

動産鑑定評価額により算定）により

算定しております。 

 

※１    ――――― 

 

※１ 固定資産減損損失 

 当社グループは以下の資産について

減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 金額 

遊休 

土地 
土地 

石川県 

白山市 

101 

百万円

 当社グループは、事業用資産につい

ては管理会計上の区分で、遊休資産に

ついては個別の物件単位でグルーピン

グを行っております。 

(経緯) 

 当社グループの保有する遊休資産の

うち、回収可能価額が帳簿価額を下回

るものについて、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を固定資

産減損損失(101百万円)として特別損失

に計上しております。 

(回収可能価額の算定方法等) 

 回収可能価額は土地については正味

売却価額（不動産鑑定評価額により算

定）により算定しております。 

※２ 「法人税、住民税及び事業

税」並びに「法人税等調整

額」の計上方法 

当中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額は

当期において予定している圧

縮積立金の取崩しを前提とし

て、当中間連結会計期間に係

る金額を計算しております。 

※２ 「法人税、住民税及び事業税」

並びに「法人税等調整額」の計

上方法 

同左 

※２    ――――― 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

   １．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（千株） 79,147 ― ― 79,147

 

   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 当中間連結会計期間末

普通株式（千株） 7,635 25 95 7,566

         （変動事由の概要） 

        増加数の主な内訳は次の通りであります。 

          単元未満株式の買取りによる増加                    25千株 

        減少数の主な内訳は次の通りであります。 

          ストック・オプションの権利行使を自己株式で代用したことによる減少   95千株 

 

   ３．新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

会社名 内訳 
目的となる

株式の種類 前連結会計

年度末 
増加 減少 

当中間連結

会計期間末 

当中間連結会

計期間末残高

（百万円） 

平成14年新株予約権 普通株式 117,000 ― ― 117,000 ―

平成15年新株予約権 普通株式 265,000 ― 35,000 230,000 ―

平成16年新株予約権 普通株式 589,000 ― ― 589,000 ―
提出会社 

平成17年新株予約権 普通株式 915,000 ― ― 915,000 ―

合計 1,886,000 ― 35,000 1,851,000 ―

  （注）目的となる株式の数の変動事由の概要 

       新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

 

   ４．配当に関する事項 

   (1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 715 10.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

   (2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

      該当事項はありません。 
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  当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30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 当中間連結会計期間末

普通株式（千株） 79,147 ― ― 79,147

 

   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 当中間連結会計期間末

普通株式（千株） 7,339 27 121 7,246

         （変動事由の概要） 

        増加数の主な内訳は次の通りであります。 

          単元未満株式の買取りによる増加                    27千株 

        減少数の主な内訳は次の通りであります。 

          ストック・オプションの権利行使を自己株式で代用したことによる減少   120千株 

          単元未満株式の買増請求に伴う売却による減少               1千株 

 

   ３．新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

会社名 内訳 
目的となる

株式の種類 前連結会計

年度末 
増加 減少 

当中間連結

会計期間末 

当中間連結会

計期間末残高

（百万円） 

平成14年新株予約権 普通株式 82,000 ― 37,000 45,000 ―

平成15年新株予約権 普通株式 169,000 ― 20,000 149,000 ―

平成16年新株予約権 普通株式 559,000 ― 18,000 541,000 ―

平成17年新株予約権 普通株式 914,000 ― 9,000 905,000 ―

提出会社 

平成19年新株予約権 普通株式 ― 22,000 ― 22,000 14

合計 1,724,000 22,000 84,000 1,662,000 14

  （注）目的となる株式の数の変動事由の概要 

       平成14年、15年及び16年新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

       平成17年新株予約権の減少は、権利行使によるものが6,000株、権利失効によるものが3,000株であります。 

 

   ４．配当に関する事項 

   (1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 933 13.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

   (2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

      該当事項はありません。 
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  前連結会計年度(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（千株） 79,147 ― ― 79,147

 

   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（千株） 7,635 42 338 7,339

         （変動事由の概要） 

        増加数の主な内訳は次の通りであります。 

          単元未満株式の買取りによる増加                    42千株 

        減少数の主な内訳は次の通りであります。 

          ストック・オプションの権利行使を自己株式で代用したことによる減少   338千株 

          単元未満株式の買増請求に伴う売却による減少               0千株 

 

 

   ３．新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

会社名 内訳 
目的となる

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 

当連結会計

年度末残高

（百万円）

平成14年新株予約権 普通株式 117,000 ― 35,000 82,000 ―

平成15年新株予約権 普通株式 265,000 ― 96,000 169,000 ―

平成16年新株予約権 普通株式 589,000 ― 30,000 559,000 ―
提出会社 

平成17年新株予約権 普通株式 915,000 ― 1,000 914,000 ―

合計 1,886,000 ― 162,000 1,724,000 ―

  （注）１．目的となる株式の数の変動事由の概要 

         平成14年、15年及び16年新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

         平成17年新株予約権の減少は、権利失効によるものであります。 

   ２．平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

 

   ４．配当に関する事項 

   (1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 715 10.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

   (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後となるもの 

決議 
株式の

種類 
配当の原資

配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 933 13.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※   現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 
 

現金及び預金 9,448百万円

預入期間３ヶ月を超え

る定期預金 
△22百万円

現金及び現金同等物 9,425百万円
 

※   現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係 

現金及び預金 9,597百万円

有価証券 370百万円

  計 9,967百万円

預入期間３ヶ月を超え

る定期預金 
△28百万円

現金及び現金同等物 9,939百万円
 

※   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 9,809百万円

有価証券 1,705百万円

  計 11,514百万円

預入期間３ヶ月を超え

る定期預金 
△39百万円

現金及び現金同等物 11,475百万円
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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

の記載を省略しております。

(2)所在地別セグメント情報
前中間連結会計期間　（自 平成18年4月1日    至 平成18年9月30日）

（単位  百万円未満切捨）

日本 アジア 米州 欧州 計
消去又は

全社
連結

売上高及び営業損益

売     上     高

(1) 16,359 5,217 2,895 3,076 27,548 -      27,548

(2)

計 21,253 5,824 3,170 3,400 33,648 (6,100) 27,548

19,257 5,129 3,370 3,368 31,125 (5,972) 25,153

1,995 695 △199 31 2,523 (127) 2,395

当中間連結会計期間　（自 平成19年4月1日    至 平成19年9月30日）
（単位  百万円未満切捨）

日本 アジア 米州 欧州 計
消去又は

全社
連結

売上高及び営業損益

売     上     高

(1) 15,131 5,185 3,765 4,894 28,977 -      28,977

(2)

計 21,144 5,921 4,508 5,178 36,752 (7,774) 28,977

19,279 5,242 4,558 5,149 34,230 (7,840) 26,390

1,864 679 △50 29 2,522 65 2,587

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

日本 アジア 米州 欧州 計
消去又は

全社
連結

売上高及び営業損益

売     上     高

(1) 34,882 9,649 7,820 9,767 62,120 -      62,120

(2)

計 45,311 11,181 8,464 10,218 75,175 (13,054) 62,120

41,197 9,857 8,654 10,160 69,869 (12,912) 56,956

4,114 1,323 △ 190 58 5,305 (141) 5,164

（注）前中間連結会計期間、当中間連結会計期間並びに前連結会計年度とも下記記載のとおりであります。
なお、会計処理方法の変更がセグメントに与える影響については、「中間連結財務諸表作成のための基本
となる重要な事項」に記載しております。
１. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(１)アジア………………中国・香港、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、韓国等

(２)米  州………………米国、カナダ、ブラジル

(３)欧  州………………イタリア、フランス、ドイツ、イギリス

３. 営業費用のうち、「消去又は全社」の欄に含めた配賦不能の営業費用はありません。

当社及び連結子会社は､主として鍛圧機械とこれに付帯する装置等を製造・販売しており､前中間連結会計期間、
当中間連結会計期間並びに前連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計及び営業利益

営 業 利 益
又 は 営 業 損 失 （ △ ）

セグメント間の内部売上高

外 部 顧 客 に 対 す る 売 上 高

又 は 振 替 高

の 金 額 の 合 計 額 に 占 め る 割 合 が い ず れ も 90 ％ を 超 え て い る た め 、 事 業 の 種 類 別セ グメ ント 情報

4,893 607 6,100

営 業 利 益
又 は 営 業 損 失 （ △ ）

外 部 顧 客 に 対 す る 売 上 高

セグメント間の内部売上高

営 業 費 用

営 業 費 用

(6,100)

セグメント間の内部売上高

又 は 振 替 高

外 部 顧 客 に 対 す る 売 上 高

又 は 振 替 高

営 業 利 益
又 は 営 業 損 失 （ △ ）

13,054 (13,054)

営 業 費 用

-       

6,012 736 742 283 7,774 (7,774) -       

274 323

-       10,428 1,532 643 450
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(3）海外売上高

前中間連結会計期間　（自 平成18年4月1日    至 平成18年9月30日）
（単位  百万円未満切捨）

アジア 米州 欧州 その他 計

6,299      2,898      3,013      304         12,515    

27,548    

22.9% 10.5% 10.9% 1.1% 45.4%

（注）１. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(２)米  州…………米国、カナダ、メキシコ、ブラジル

(３)欧  州…………イギリス、イタリア、チェコ、トルコ、ハンガリー

(４)その他…………オーストラリア

３. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当中間連結会計期間　（自 平成19年4月1日    至 平成19年9月30日）
(単位  百万円未満切捨）

アジア 米州 欧州 その他 計

5,676      3,988      4,580      3            14,248    

28,977    

19.6% 13.8% 15.8% 0.0% 49.2%

（注）１. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(２)米  州…………米国、カナダ、メキシコ、ブラジル

(３)欧  州…………イタリア、チェコ、トルコ、ドイツ、イギリス

(４)その他…………オーストラリア

３. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

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

アジア 米州 欧州 その他 計

12,064    8,000      9,575      467         30,108    

62,120    

19.4% 12.9% 15.4% 0.8% 48.5%

（注）１. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(２)米  州…………米国、カナダ、メキシコ、ブラジル

(３)欧  州…………イタリア、フランス、イギリス、ドイツ、チェコ、トルコ、ロシア

(４)その他…………オーストラリア

３. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

連 結 売 上 高

連 結 売 上 高 に 占 め る
海 外 売 上 高 の 割 合

海 外 売 上 高

連 結 売 上 高

連 結 売 上 高 に 占 め る
海 外 売 上 高 の 割 合

海 外 売 上 高

(１)アジア…………中国、タイ、韓国、マレーシア、インドネシア

(１)アジア…………中国、タイ、インド、韓国、インドネシア

(１)アジア…………中国、タイ、マレーシア、インドネシア、韓国、インド

海 外 売 上 高

連 結 売 上 高

連 結 売 上 高 に 占 め る
海 外 売 上 高 の 割 合
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生産、受注及び販売の状況

(1)生産実績
（単位  百万円未満切捨）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
自 平成18年4月 1日 自 平成19年4月 1日 自 平成18年4月 1日
至 平成18年9月30日 至 平成19年9月30日 至 平成19年3月31日

25,862             26,273             54,191             

-                  -                  -                  

-                  -                  -                  

25,862             26,273             54,191             

(2)受注高及び受注残高
（単位  百万円未満切捨）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
自 平成18年4月 1日 自 平成19年4月 1日 自 平成18年4月 1日
至 平成18年9月30日 至 平成19年9月30日 至 平成19年3月31日

プ レ ス 機 械 28,472             28,462             57,084             

サ ー ビ ス 4,032              5,105              10,212             

そ の 他 36                 20                 136                

合 計 32,541             33,589             67,434             

プ レ ス 機 械 43,257             48,190             43,578             

サ ー ビ ス -                  -                  -                  

そ の 他 -                  -                  -                  

合 計 43,257             48,190             43,578             

(3)売上高
（単位  百万円未満切捨）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
自 平成18年4月 1日 自 平成19年4月 1日 自 平成18年4月 1日
至 平成18年9月30日 至 平成19年9月30日 至 平成19年3月31日

23,479             23,850             51,771             

4,032              5,105              10,212             

36                 20                 136                

27,548             28,977             62,120             

合 計

区 分

受

注

高

受

注

残

高

区 分

プ レ ス 機 械

サ ー ビ ス

そ の 他

合 計

区 分

プ レ ス 機 械

サ ー ビ ス

そ の 他

 29



アイダエンジニアリング株式会社(６１１８)平成20年３月期 中間決算短信 

 30  

(１株当たり情報) 

  

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(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 858.02円 904.68円 893.19円

１株当たり中間(当期)純利益 19.54円 25.55円 42.67円

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益
19.29円 25.29円 42.23円

 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額       (百万円) 61,417 65,062 64,138

純資産の部の合計額から控除する金額 

 新株予約権                    (百万円) 
― 14 ―

普通株式に係る中間（当期） 

純資産額            (百万円) 
61,417 65,047 64,138

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) 
71,581 71,901 71,807

 

 

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益        (百万円) 1,397 1,835 3,053

普通株式に係る中間(当期)純利益 (百万円) 1,397 1,835 3,053

普通株主に帰属しない金額    (百万円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数     (千株) 71,563 71,847 71,568

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の

算定に用いられた普通株式増加数の内訳 

新株予約権 

普通株式   896千株
 

新株予約権 

普通株式   757千株 
 

新株予約権 

普通株式   744千株
 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間(当期)純利益の算定に含まれなか

った潜在株式の概要 

―――― ―――― ――― 

 

 

(重要な後発事象) 

 

 該当事項はありません。 

 

 

（開示の省略） 

   リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項について 

  は、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 



アイダエンジニアリング株式会社（６１１８）平成20年３月期　中間決算短信

（1）中間貸借対照表

注記
番号

Ⅰ 流動資産

1,042 823 957

3,945 3,177 4,190

7,825 8,335 9,464

- 370 1,705

13,885 15,627 13,392

繰延税金資産 1,172 1,267 1,266

2,096 2,307 1,673

△ 1 △ 1 △ 1

流動資産合計 29,967 41.9 31,908 41.9 32,649 43.2

Ⅱ 固定資産

建物 15,420 16,372 15,488

　減価償却累計額 10,139 5,281 10,604 5,768 10,397 5,090

機械及び装置 12,907 13,799 12,986

　減価償却累計額 10,818 2,089 11,056 2,742 10,942 2,043

土地 5,118 5,080 5,080

その他 3,204 3,578 3,190

　減価償却累計額 2,644 559 2,699 879 2,676 514

有形固定資産合計 13,048 18.2 14,470 19.0 12,728 16.9

459 0.6 696 0.9 596 0.8

(3)投資その他の資産

投資有価証券 26,067 26,675 27,143

その他 2,101 2,488 2,467

貸倒引当金 △ 67 △ 49 △ 53

投資その他の資産合計 28,102 39.3 29,113 38.2 29,557 39.1

固定資産合計 41,610 58.1 44,280 58.1 42,883 56.8

資産合計 71,577 100.0 76,188 100.0 75,532 100.0

区分

（資産の部）

５．中間個別財務諸表

構成比
（％）

前事業年度の

要約貸借対照表

(平成19年3月31日)

金額（百万円）
構成比
（％）

貸倒引当金

構成比
（％）

受取手形

(2)無形固定資産

現金及び預金

(1)有形固定資産

売掛金

有価証券

たな卸資産

当中間会計期間末

(平成19年9月30日)

金額（百万円）

その他　

前中間会計期間末

(平成18年9月30日)

金額（百万円）
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注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

Ⅰ 流動負債

支払手形 146 - 69

買掛金 3,125 4,719 3,750

未払金 4,370 4,771 4,495

未払法人税等 875 762 1,049

前受金 1,558 2,280 2,453

製品保証引当金 917 1,110 1,387

賞与引当金 587 688 607

その他 　 687 541 603

流動負債合計 12,268 17.1 14,874 19.5 14,416 19.1

Ⅱ 固定負債

繰延税金負債 676 956 967

退職給付引当金 23 26 24

役員退任慰労金引当金 283 - 298

その他 31 281 18

固定負債合計 1,015 1.4 1,264 1.7 1,309 1.7

負債合計 13,283 18.6 16,138 21.2 15,726 20.8

Ⅰ 株主資本

(1) 資本金 7,831 10.9 7,831 10.3 7,831 10.4

(2) 資本剰余金

　資本準備金 12,425 12,425 12,425

　その他資本剰余金 606 588 593

　資本剰余金合計 13,031 18.2 13,013 17.1 13,019 17.2

(3) 利益剰余金

　利益準備金 1,957 1,957 1,957

　その他利益剰余金

　配当準備積立金 1,658 1,658 1,658

　研究開発積立金 5,400 5,400 5,400

　為替変動積立金 2,000 2,000 2,000

　株式消却積立金 5,500 5,500 5,500

　買換資産圧縮積立金 1,235 1,205 1,220

　別途積立金 20,761 21,761 20,761

　繰越利益剰余金 999 1,170 1,997

　利益剰余金合計 39,512 55.2 40,653 53.4 40,495 53.6

(4) 自己株式 △ 3,652 △ 5.1 △ 3,512 △ 4.6 △ 3,548 △ 4.7

株主資本合計 56,722 79.2 57,984 76.1 57,797 76.5

Ⅱ 評価・換算差額等

(1) その他有価証券評価差額金 1,636 2.3 2,053 2.7 2,035 2.7

(2) 繰延ヘッジ損益 △ 64 △ 0.1 △ 2 △ 0.0 △ 26 △ 0.0

評価・換算差額等合計 1,572 2.2 2,051 2.7 2,009 2.7

Ⅲ 新株予約権 - - 14 0.0 - -

純資産合計 58,294 81.4 60,049 78.8 59,806 79.2

負債純資産合計 71,577 100.0 76,188 100.0 75,532 100.0

金額（百万円）

前中間会計期間末

(平成18年9月30日)

当中間会計期間末
要約貸借対照表

前事業年度の

(平成19年3月31日)

(純資産の部)

金額（百万円）

(平成19年9月30日)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

区分
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（2）中間損益計算書

注記
番号

百分比
（％）

百分比
（％）

百分比
（％）

％ ％ ％

Ⅰ 売上高 21,269 100.0 21,263 100.0 45,458 100.0

Ⅱ 売上原価 16,995 79.9 16,813 79.1 36,456 80.2

売上総利益 4,273 20.1 4,449 20.9 9,001 19.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,537 11.9 2,709 12.7 5,397 11.9

営業利益 1,736 8.2 1,740 8.2 3,604 7.9

　

Ⅳ 営業外収益

受取利息 37 63 82

受取配当金 65 82 96

不動産等賃貸料 63 47 112

その他 25 192 0.9 37 230 1.1 63 354 0.8

Ⅴ 営業外費用

賃貸資産に係る費用 90 63 154

為替差損 115 72 245

その他 30 236 1.1 34 170 0.8 74 474 1.0

経常利益 1,692 8.0 1,800 8.5 3,485 7.7

Ⅵ 特別利益 33 0.2 1 0.0 37 0.1

Ⅶ 特別損失 225 1.1 21 0.1 316 0.7

税引前中間(当期)純利益 1,500 7.1 1,780 8.4 3,206 7.1

法人税､住民税及び事業税 779 729 1,603

法人税等調整額 △ 182 597 2.8 △ 40 688 3.2 △ 283 1,320 2.9

中間（当期）純利益 903 4.2 1,091 5.1 1,885 4.1

区分 金額（百万円）

前中間会計期間

（自 平成18年4月 1日

　　至 平成18年9月30日） 　　至 平成19年9月30日）

金額（百万円） 金額（百万円）

前事業年度の

要約損益計算書

（自 平成18年4月 1日

　　至 平成19年3月31日）

当中間会計期間

（自 平成19年4月 1日
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(3) 中間株主資本等変動計算書

　前中間会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日）

7,831 12,425 615 1,957 37,426 △ 3,677 56,578 1,909 - 1,909 58,487

- - -

- - -

- - -

△ 715 △ 715 - △ 715

△ 60 △ 60 - △ 60

903 903 - 903

△ 20 △ 20 - △ 20

△ 9 45 36 - 36

- △ 272 △ 64 △ 336 △ 336

- - △ 9 - 128 25 144 △ 272 △ 64 △ 336 △ 192

7,831 12,425 606 1,957 37,555 △ 3,652 56,722 1,636 △ 64 1,572 58,294

（注）その他利益剰余金の内訳

合計

1,658 5,400 2,000 5,500 1,284 19,961 1,622 37,426

△ 33 33 -

△ 15 15 -

800 △ 800 -

△ 715 △ 715

△ 60 △ 60

903 903

-

-

-

- - - - △ 49 800 △ 622 128

1,658 5,400 2,000 5,500 1,235 20,761 999 37,555

（注）平成18年6月29日開催の定時株主総会決議によるものであります。

買換資産圧縮
積立金の取崩

買換資産圧縮
積立金の取崩

評価・換算差額等

純資産
合計

その他利
益剰余金

株主資本

利益剰余金

自己株式その他
資本

剰余金

利益
準備金

株式消却
積立金

買換資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

項目
配当準

備
積立金

研究開発
積立金

為替変動
積立金

自己株式の処分

株主資本以外の項目の
中間会計期間中
の変動額(純額)

中間会計期間中の
変動額合計（百万円）

平成18年９月30日残高
（百万円）

剰余金の配当（注）

役員賞与（注）

中間純利益

自己株式の取得

平成18年３月31日残高
(百万円）

中間会計期間中の変動額

買換資産圧縮
積立金の取崩（注）

別途積立金の積立（注）

平成18年９月30日残高
（百万円）

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の
中間会計期間中
の変動額(純額)

中間会計期間中の
変動額合計（百万円）

別途積立金の積立（注）

剰余金の配当（注）

役員賞与（注）

中間純利益

中間会計期間中の変動額

株主資本
合計

その他
有価証券

評価
差額金

買換資産圧縮
積立金の取崩（注）

資本
準備金

資本金

資本剰余金
繰延

ヘッジ
損益

評価
・換算
差額等
合計

平成18年３月31日残高
(百万円）
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　当中間会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）

7,831 12,425 593 1,957 38,537 △ 3,548 57,797 2,035 △ 26 2,009 - 59,806

- - -

- - -

△ 933 △ 933 - △ 933

- - - -

1,091 1,091 - 1,091

△ 23 △ 23 - △ 23

△ 5 58 52 - 52

- 18 23 41 14 56

- - △ 5 - 157 35 187 18 23 41 14 243

7,831 12,425 588 1,957 38,695 △ 3,512 57,984 2,053 △ 2 2,051 14 60,049

（注）その他利益剰余金の内訳

合計

1,658 5,400 2,000 5,500 1,220 20,761 1,997 38,537

△ 14 14 -

1,000 △ 1,000 -

△ 933 △ 933

- -

1,091 1,091

-

-

-

- - - - △ 14 1,000 △ 827 157

1,658 5,400 2,000 5,500 1,205 21,761 1,170 38,695

（注）平成19年6月28日開催の定時株主総会決議によるものであります。

中間会計期間中の
変動額合計（百万円）

平成19年９月30日残高
（百万円）

新株
予約権

中間純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の
中間会計期間中
の変動額(純額)

買換資産圧縮
積立金の取崩

別途積立金の積立（注）

剰余金の配当（注）

役員賞与（注）

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高
(百万円）

中間会計期間中の変動額

為替変動
積立金

株式消却
積立金

買換資産
圧縮
積立金

別途
積立金

平成19年９月30日残高
（百万円）

項目
配当準

備
積立金

研究開発
積立金

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の
中間会計期間中
の変動額(純額)

中間会計期間中の
変動額合計（百万円）

別途積立金の積立（注）

剰余金の配当（注）

役員賞与（注）

中間純利益

平成19年３月31日残高
(百万円）

中間会計期間中の変動額

買換資産圧縮
積立金の取崩

評価
・換算
差額等
合計

資本
準備金

その他
資本

剰余金

利益
準備金

その他利
益剰余金

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計

その他
有価証券

評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益
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　前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

7,831 12,425 615 1,957 37,426 △ 3,677 56,578 1,909 - 1,909 58,487

- - -

- - -

- - -

△ 715 △ 715 - △ 715

△ 60 △ 60 - △ 60

1,885 1,885 - 1,885

△ 33 △ 33 - △ 33

△ 21 163 141 - 141

- 126 △ 26 100 100

- - △ 21 - 1,110 129 1,218 126 △ 26 100 1,318

7,831 12,425 593 1,957 38,537 △ 3,548 57,797 2,035 △ 26 2,009 59,806

（注）その他利益剰余金の内訳

合計

1,658 5,400 2,000 5,500 1,284 19,961 1,622 37,426

△ 33 33 -

△ 30 30 -

800 △ 800 -

△ 715 △ 715

△ 60 △ 60

1,885 1,885

-

-

-

- - - - △ 64 800 375 1,110

1,658 5,400 2,000 5,500 1,220 20,761 1,997 38,537

（注）平成18年6月29日開催の定時株主総会決議によるものであります。

繰延
ヘッジ
損益

評価
・換算
差額等
合計

平成18年３月31日残高
(百万円）

事業年度中の変動額

株主資本
合計

その他
有価証券

評価
差額金

買換資産圧縮
積立金の取崩（注）

資本
準備金

資本金

資本剰余金

別途積立金の積立（注）

剰余金の配当（注）

役員賞与（注）

当期純利益

平成19年３月31日残高
（百万円）

自己株式の取得

自己株式の処分

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
（百万円）

平成18年３月31日残高
(百万円）

事業年度中の変動額

買換資産圧縮
積立金の取崩（注）

別途積立金の積立（注）

剰余金の配当（注）

役員賞与（注）

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

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
（百万円）

平成19年３月31日残高
（百万円）

項目
配当準

備
積立金

研究開発
積立金

為替変動
積立金

株式消却
積立金

買換資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

買換資産圧縮
積立金の取崩

買換資産圧縮
積立金の取崩

評価・換算差額等

純資産
合計

その他利
益剰余金

株主資本

利益剰余金

自己株式その他
資本

剰余金

利益
準備金
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