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１．平成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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

円 銭 円 銭

（参考） 持分法投資損益 19年９月中間期 24百万円 18年９月中間期 ４百万円 19年３月期 75百万円

（２）連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

（参考） 自己資本 19年９月中間期 23,406百万円 18年９月中間期 22,032百万円 19年３月期 23,596百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

２．配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

（注）20年３月期期末配当金の内訳 普通配当　６円00銭 創立60周年記念配当　１円00銭

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成 19年 ４月 １日　～　平成 20年 ３月 31日）
（％表示は対前期増減率）
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西華産業（株）（8061）　平成20年３月期　中間決算短信

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 有
(注)詳細は、16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 19年９月中間期 85,103,252株 18年９月中間期 85,103,252株 19年３月期 85,103,252株
（自己株式を含む）

②期末自己株式数 19年９月中間期 314,024株 18年９月中間期 283,044株 19年３月期 292,052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、40ページ「1株当たり
  情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

円 銭

（２）個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

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

△ 26.6 16.49通　　期 137,000 △ 2.8 2,200 2,300 △ 31.8 1,400

％

経　常　利　益 当期純利益

円 銭

売　上　高 営　業　利　益

％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円

26.3 263.59

1株当たり
当期純利益

（参考） 自己資本　　19年９月中間期　21,978百万円　　　18年９月中間期　21,260百万円　　　19年３月期　22,383百万円

28.2 258.89
18年９月中間期 72,805 21,260 29.2 250.31

19年９月中間期 78,054

19年９月中間期 64,946

中間（当期）純利益経　常　利　益売　上　高 営　業　利　益

△ 0.8 1,076 △ 22.6
18年９月中間期 65,493 14.5

　  なお、業績予想に関する事項は、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。

１．業績予想につきましては、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、
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

△ 18.61,064 △ 25.7 655
805 48.6

19年３月期 140,914 ― 3,067 ―
1,390 64.7 1,432 50.6

１株当たり中間
（当期）純利益

純　資　産 自己資本比率

19年９月中間期 7.72

総　資　産

18年９月中間期

１株当たり純資産

― 3,370 ― 1,906

9.48
19年３月期 22.44

△ 28.3

21,978

19年３月期 85,037 22,383

百万円

　　実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。

　　関するお知らせ」をご覧ください。
　　なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成19年11月15日）公表の「業績予想の修正に

２．通期の業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績および今後の見通しを勘案し、
　　予想数値を増額修正いたしました。
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西華産業（株）（8061） 平成 20年３月期 中間決算短信 

１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 
  ①当中間期の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国でのサブプライムローン問題をきっかけと

する金融・資本市場の動揺による経済減速の影響が懸念されたものの、経済の牽引役である大

手製造業のアジア・欧州向け輸出の拡大が更に進むなど、堅調な生産活動による設備投資等の

下支えは粘り強く、景気は引続きプラス方向に推移してまいりました。 
しかしながら製造業における原油など原材料価格上昇分の価格転嫁は十分とは言えず、収益

を圧迫する要因となっており、国内の景況感もなお先行きに楽観を許さない状況にあります。 

このような経済環境のもと当社グループは、当中間連結会計期間において、一丸となって業

績向上に取組みました結果、受注高は 775 億円（前年同期比 24.8%増）、売上高は 685 億円（前

年同期比 0.5%減）、営業利益は 11 億円（前年同期比 27.5%減）、経常利益は 11 億円（前年同期

比 28.1％減）、中間純利益は 7億円（前年同期比 14.3%減）となりました。 

   
②セグメント別の状況 

  （イ）機械等卸売事業 

当社グループの主体となる機械等卸売事業の状況は下記のとおりです。 

a.電力分野は、既設設備のメンテナンス工事などを主体に木目細かい営業を展開致しまし

たが、新設設備の投資案件が無いことが響き、受注高は 169 億円（前年同期比 11.4％

減）、売上高は 117 億円(前年同期比 36.7%減)と、前年同期比減となりました。 

b.一般産業分野は、大型設備投資案件並びに輸出入での装置取扱が増え、受注高は 533

億円（前年同期比 56.2%増）、売上高は 498 億円（前年同期比 20.4%増）と、前年同期に

比べ好調に推移致しました。 

c.電子・情報分野は、中国基板メーカー向け生産設備や輸入装置などの案件で販売の伸び

はあったものの、国内での設備商談が少なく、受注高は43億円（前年同期比27.6％減）、

売上高は 43 億円（前年同期比 32.2%減）と前年同期比減となりました。 

（ロ）機械等製造事業 

機械等製造事業の状況は、受注高が 27 億円（前年同期比 2.6%増）、売上高が 26億円（前

年同期比 5.5%増）となりました。 

 
  ③当期の見通し 

今後の景気見通しにつきましては､米国景気の減速や原油価格の高騰による企業収益の悪

化など、懸念材料はありますが、収益構造の転換が進む製造業の業績は今後も好調に推移し、

当社グループの事業環境は、緩やかな上向きの基調を維持するものと思われます。 

このような経済情勢のもと、当社グループの今後の見通しは、電力分野におきましては依

然新設計画が無い厳しい状況ではありますが、従来にも増して情報収集及び改善提案等に注

力し、メンテナンス商談を確実に取込む努力をして参ります。また一般産業および電子・情

報分野でも、国内に限らず海外顧客を含めた設備投資案件に着目し、幅広く受注活動に注力

していく所存であります。 
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西華産業（株）（8061） 平成 20年３月期 中間決算短信 

通期の見通しと致しましては、売上高 1,450億円(前年比 2.2%減)、営業利益 27億円(前年

比 24.3%減)、経常利益 29億円(前年比 28.9%減)、当期純利益 18億円(前年比 21.4%減)を予

想しております。 

 
（２）財政状態に関する分析 
①資産、負債及び純資産の状況 

当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 6,696 百万円（7.5％）減少し、

82,365百万円となりました。主な増加は、たな卸資産の増加 1,214百万円であり、主な減少は、

受取手形及び売掛金の減少 6,875百万円であります。 

当中間連結会計期間末の負債の合計は前連結会計年度末に比べ 6,510百万円（9.9％）減少し、

58,932百万円となりました。主な増加は、前受金の増加 1,221百万円であり、主な減少は、支

払手形及び買掛金の減少 6,314百万円であります。 

当中間連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ 185 百万円（0.8％）減少し、

23,432百万円となりました。主な増加は、中間純利益 775百万円であり、主な減少は、配当金

の支払 509百万円およびその他有価証券評価差額金の減少 539百万円であります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の26.5％から28.4％となりました。 

 

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連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、

前連結会計年度に比べ1,018百万円減少し、9,014百万円となりました。 

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 

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、112百万円（前中間連結会

計期間1,592百万円）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益1,374百万円

の計上などの資金の増加があったものの、法人税等の支払などの資金の減少があったこ

とによるものであります。 

 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、704百万円（前中間連結会

計期間218百万円）となりました。これは主に、固定資産の取得による支出等によるもの

であります。 

 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、517百万円（前中間連結会

計期間527百万円）となりました。これは主に、配当金の支払等によるものであります。 
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西華産業（株）（8061） 平成 20年３月期 中間決算短信 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 
 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20年3月 

中間期 

自己資本比率 27.1％ 30.0％ 32.2％ 26.5％ 28.4％
時価ベースの自己資本比率 28.3％ 35.9％ 36.4％ 41.3％ 31.4％
債務償還年数 3.8年 5.7年 61.8年 2.3年 37.2年
インタレスト 
カバレッジ・レシオ 17.0 10.3 1.0 31.1 1.7
自己資本比率：（純資産－少数株主持分）÷総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産 
債務償還年数：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 
 
※ いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
※ 株式時価総額は中間期末株価終値×中間期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。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全ての負債を対象としておりま

す。また、利払につきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
※ 債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。 

 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 
   当社は、営業・財務両面にわたる効率的な業務運営による経営基盤の強化を図りながら、 

株主に対する安定した利益還元を経営の基本方針としております。 

   上記経営の基本方針に基づき、当期の配当金につきましては、当期の業績予想等を総合的に 

勘案して、普通配当６円に創立 60周年記念配当１円を加え、７円とさせていただく予定であり 

ます。 

なお、内部留保金につきましては、今後とも事業環境が厳しくなることが予想されますので、 

新分野への新規投資や企業体質を強化するための資金需要に備える所存であります。 

 

（４）事業等のリスク 
当中間連結会計期間において当社グループが認識している事業等のリスクは以下のとおりで

あります。 

 ①国内営業展開 

  ②海外営業展開 

  ③投資有価証券の価格変動  

  ④為替変動の影響 

  ⑤特定の取引先・製品・技術等への依存 

  ⑥事業投資 

  ⑦重要な訴訟事件などの発生に係るもの  

   当社は現在中国基板メーカーから訴訟を提起され係争中であります。 

訴訟の一部については和解が成立しておりますが、残る訴訟については、引続き裁判を通じ

て当社見解を明らかにして行く所存であります。 
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西華産業（株）（8061） 平成 20年３月期 中間決算短信 

２．企業集団の状況 
当社グループ（当社および当社の関係会社）は西華産業株式会社（当社）、子会社 9 社およ

び関連会社 5社により構成されており、事業は機械等卸売事業（各種産業分野の機械設備の製
造・販売、電子情報システム機器設備の開発・販売等）、並びに機械等製造事業（バルブ類の

製造・販売）に分かれ、これらに附帯する商品の販売・保守・サービス等を営んでおります。 
事業内容と当社および関係会社の当該事業にかかる位置付けは、次のとおり 2 つの事業の種類別
セグメント情報として記載しております。 
事 業 部 門 の 名 称 主 要 な 製品 ま たは 商 品 主 要 な 会 社 

電 力 
発電設備、環境保全設備 
およびそれらの関連機器 

当社 
                    

一 般 産 業   

重化学工業用設備、飲料・食品機械、

繊維・プラスチック機械、環境保全

設備、その他産業用機械設備･機器

およびそれらの関連機器 

当社 
エステック㈱ 
市川燃料チップ㈱、東西実業㈱ 
日本エゼクターエンジニアリング(株) 
SEIKA SANGYO GmbH 
TSURUMI (EUROPE) GmbH 
AO MACHINERY SERVICE GmbH 
SEIKA MACHINERY, INC.  
西曄貿易（上海）有限公司 
西華貿易（深 ）有限公司 

機

械

等

卸

売

事

業 

電 子 ・ 情 報 
エレクトロニクス関連機器、IT関連
システム 
およびサービス等 

当社 
SEIKA SANGYO GmbH 
SEIKA MACHINERY, INC.  
Soitec Asia㈱ 
                                   

機 械 等 製 造 事 業 バルブ類 日本ダイヤバルブ(株) 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 

国内       海外 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

（注） ＊1 ……… 連結子会社 

＊ 2 ……… 非連結子会社で持分法適用会社 

＊ 3 ……… 非連結子会社で持分法非適用会社 
＊ 4 ……… 関連会社で持分法適用会社 
＊ 5 ……… 関連会社で持分法非適用会社 

 

 

＊１ 日本ダイヤバルブ㈱ 
＊４ エステック㈱ 
＊４ 市川燃料チップ㈱ 
＊５ 日本ｴｾﾞｸﾀｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 
＊５ Soitec Asia㈱ 

生産・販売会社 

 

その他 
＊２ 東西実業㈱ 

販売会社 

＊１ SEIKA SANGYO GmbH 

＊１ TSURUMI (EUROPE) GmbH 

＊１ SEIKA MACHINERY,Inc. 

＊１ 西曄貿易（上海）有限公司 

＊３ 西華貿易（深 ）有限公司 

＊５ AO MACHINERY SERVICE GmbH

西

華

産

業

㈱

（

販

売

）

商品 

商品 
役務提供

損害保険

国 内 外 ユ ー ザ ー              

商品

商品

役務提供
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３．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 

    当社グループは創業以来「社業の発展を通じ社会に貢献する」を社是として経営してまい

りました。産業界は飛躍的な技術革新を背景に進化・変貌をつづけており、当社グループは

あらゆる産業界のニーズに応えるべく先進性・多様性を備え、また、永年培ってまいりまし

た知見・機能を活かし、機械設備等の取引を通じて社会に貢献してまいる所存であります。 

（２）目標とする経営指標 

   当社は平成 19年 3月期を初年度とする、2ヵ年の中期経営計画「ＮＳプラン２００６」   

  を推進しております。この中で目標とする経営指標は当期純利益としております。平成 19

年 3月期におきましては、目標 11億円（個別）、14億円（連結）に対して 19億円（個別）、

23億円（連結）となり、いずれも目標を達成いたしました。 

なお、平成 20年３月期の当期純利益目標は、個別 12億円、連結 15億円であります。 

 
（３）中長期的な会社の経営戦略 

  現在推進中の中期経営計画「ＮＳプラン２００６」は平成 20年３月末で終了いたします。

平成 20 年４月より開始いたします次期中期経営計画におきましても、当社が強みとする電

力・一般産業へのより一層の営業展開、半導体、電子、ＩＴを中心とする高度な技術力を伴

う製品の販売、中国を中心とするアジア、および海外市場への積極的な営業展開、新規事業

への効果的な投資などを行なってまいります。これら中長期的な戦略を通じて、新しい収益

基盤の開拓に努め、国内を中心とした中核事業との融合により、当社グループの更なる発展

と安定的な収益構造の確立を目指す所存であります。 

 
（４）会社の対処すべき課題 

   前述の中長期的な経営戦略を展開するにあたり、当社グループが認識し対処すべき主な 

課題は次のとおりです。 

① 国内営業力の更なる強化により、安定した収益を得ることを目標とします。 

② 海外営業展開の推進により、安定した収益を得ることを目標とします。 

③ グループ会社との相互協力を通して、業績の拡大を図ります。 

④ 新規事業の開発・育成を積極的に行い、更なる収益の拡大を図ります。 

⑤ CSR活動の一環として環境マネジメントシステム ISO１４００１の継続的実施を 

行ないます。 

⑥ 経営基盤の整備・強化を実施し、内部統制体制の構築を通してリスク管理と法令遵守

の強化に努めます。 

 
 （５）その他、会社の経営上の重要な事項 

    特にありません。 
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４. 中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

 

  
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) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 *２ 7,485 9,015 10,034

２ 受取手形及び売掛金 *６ 40,379 40,782 47,658

３ 有価証券  426 31 264

４ たな卸資産  3,040 4,139 2,924

５ 前渡金  4,560 8,295 7,637

６ 繰延税金資産  448 547 579

７ その他  889 614 613

 貸倒引当金  △455 △403 △449

  流動資産合計   56,775 74.4 63,022 76.5 69,263 77.8

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 *１ 2,405 2,252 2,305

２ 無形固定資産  307 334 305

３ 投資その他の資産   

 (1) 投資有価証券 *２ 15,850 15,654 16,189

 (2) 繰延税金資産  128 120 126

 (3) その他  963 1,017 904

   貸倒引当金  △71 △37 △33

  投資その他の 
  資産合計 

 16,871 16,755 17,187

  固定資産合計   19,585 25.6 19,343 23.5 19,798 22.2

 資産合計   76,360 100.0 82,365 100.0 89,061 100.0
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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) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金 *６ 34,932 35,534 41,849

２ 短期借入金 *２ 6,880 6,880 6,880

３ 一年内返済予定の 

  長期借入金 
*２ ― 1,000 1,000

４ 未払法人税等  822 516 1,136

５ 前受金  4,232 9,136 7,915

６ 引当金  679 719 1,006

７ その他  1,175 1,166 1,223

  流動負債合計   48,722 63.8 54,953 66.7 61,010 68.5

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 *２ 1,000 ― ―

２ 退職給付引当金  1,573 1,436 1,416

３ 役員退職慰労引当金  207 152 239

４ 繰延税金負債  2,429 2,138 2,484

５ 負ののれん  289 206 248

６ 持分法適用に伴う 
  負債 

 41 ― ―

７ その他  44 44 44

  固定負債合計   5,586 7.3 3,978 4.9 4,432 5.0

 負債合計   54,309 71.1 58,932 71.6 65,442 73.5

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  6,728 6,728 6,728

２ 資本剰余金  2,098 2,099 2,098

３ 利益剰余金  8,097 9,810 9,544

４ 自己株式  △47 △60 △52

株主資本合計   16,876 22.1 18,576 22.5 18,319 20.6

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 5,174 4,668 5,208

２ 為替換算調整勘定  △19 160 68

評価・換算差額等 
合計 

  5,155 6.8 4,829 5.9 5,276 5.9

Ⅲ 少数株主持分   19 0.0 26 0.0 22 0.0

純資産合計   22,051 28.9 23,432 28.4 23,618 26.5

負債純資産合計   76,360 100.0 82,365 100.0 89,061 100.0
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(2) 中間連結損益計算書 

 

  
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) 

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) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(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(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   68,857 100.0 68,529 100.0 148,307 100.0

Ⅱ 売上原価   62,588 90.9 62,712 91.5 135,432 91.3

売上総利益   6,269 9.1 5,817 8.5 12,874 8.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 *１  4,699 6.8 4,679 6.8 9,240 6.2

営業利益   1,569 2.3 1,137 1.7 3,634 2.5

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  20 35 63

２ 受取配当金  76 119 188

３ 負ののれん償却額  41 41 82

４ 持分法による 

  投資利益 
 4 24 75

５ 為替差益  ― 43 ―

６ その他  58 201 0.3 63 327 0.4 271 681 0.5

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  46 64 118

２ 手形売却損  15 27 37

３ 有価証券売却損  ― 131 ―

４ デリバティブ評価損  14 0 ―

５ その他  43 120 0.2 55 278 0.4 78 234 0.2

経常利益   1,650 2.4 1,186 1.7 4,080 2.8

Ⅵ 特別利益   

１ 投資有価証券売却益  177 0 439

２ 貸倒引当金戻入益  ― 45 ―

３ 訴訟関連損失引当金 

  戻入益 
＊４ ― 172 ―

４ 損害賠償金収入  31 ― ―

５ その他  0 208 0.3 ― 218 0.3 46 485 0.3

Ⅶ 特別損失   

１ 訴訟関連損失引当金 

  繰入損 
＊３ 100 ― 286

２ たな卸資産廃棄損  19 31 91

３ 固定資産除却損 ＊２ 5 ― ―

４ その他  1 126 0.2 ― 31 0.0 63 441 0.3

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

  1,732 2.5 1,374 2.0 4,125 2.8

法人税、住民税及び 
事業税 

 834 527 1,870

法人税等調整額  △10 824 1.2 67 595 0.9 △105 1,765 1.2

少数株主利益   2 0.0 3 0.0 5 0.0

中間(当期)純利益   905 1.3 775 1.1 2,353 1.6
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(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) 

 

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（百万円） 6,728 2,098 7,623 △44 16,405

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当（注1）   △424 △424

  役員賞与（注2）   △6 △6

 中間純利益   905 905

 自己株式の取得   △4 △4

 自己株式の処分  0 1 1

 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） 
― 0 473 △3 470

平成18年９月30日残高（百万円） 6,728 2,098 8,097 △47 16,876

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 6,653 △27 6,625 16 23,047

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当（注1）  △424

  役員賞与（注2） △6

 中間純利益 905

 自己株式の取得 △4

 自己株式の処分 1

 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) 

△1,478 8 △1,469 2 △1,467

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円） 

△1,478 8 △1,469 2 △996

平成18年９月30日残高（百万円） 5,174 △19 5,155 19 22,051

（注）1 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

   2 一部の連結子会社に係る平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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) 

 

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19年３月31日残高（百万円） 6,728 2,098 9,544 △52 18,319

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当   △509 △509

 中間純利益   775 775

 自己株式の取得   △9 △9

 自己株式の処分  0 0 1

 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） 
― 0 266 △8 257

平成19年９月30日残高（百万円） 6,728 2,099 9,810 △60 18,576

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成19年３月31日残高（百万円） 5,208 68 5,276 22 23,618

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △509

 中間純利益 775

 自己株式の取得 △9

 自己株式の処分 1

 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) 

△539 92 △447 3 △443

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円） 

△539 92 △447 3 △185

平成19年９月30日残高（百万円） 4,668 160 4,829 26 23,432
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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) 

 

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(百万円) 6,728 2,098 7,623 △44 16,405

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当（注1）   △424 △424

 役員賞与（注2）   △6 △6

 当期純利益   2,353 2,353

 自己株式の取得   △11 △11

自己株式の処分  0 1 1

 持分法適用会社の減少 
に伴う変動額 

  △1 2 0

 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) 

― 0 1,920 △7 1,913

平成19年３月31日残高(百万円) 6,728 2,098 9,544 △52 18,319

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 6,653 △27 6,625 16 23,047

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当（注1）   △424

 役員賞与（注2） △6

 当期純利益 2,353

 自己株式の取得 △11

自己株式の処分 1

 持分法適用会社の減少 

に伴う変動額 
△0 △0 0

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額) 
△1,444 96 △1,348 5 △1,342

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△1,444 96 △1,348 5 570

平成19年３月31日残高(百万円) 5,208 68 5,276 22 23,618

（注）１ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

   ２ 一部の連結子会社に係る平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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) 

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) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

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  1,732 1,374 4,125

減価償却費  338 297 674

負ののれん償却額  △41 △41 △82

持分法による投資利益  △4 △24 △75

貸倒引当金戻入益(繰入損)  263 △45 237

賞与引当金の(増)減額  11 △64 106

訴訟関連損失引当金 

戻入益(繰入損) 
 100 △172 286

役員賞与引当金の(増)減額  △40 △49 5

退職給付引当金の増(減)額  △14 19 △127

役員退職慰労引当金の減少額  △36 △86 △49

有価証券売却損(益)  5 131 △33

投資有価証券売却益  △177 △0 △439

たな卸資産廃棄損  19 31 91

固定資産除却損  5 ― ―

受取利息及び受取配当金  △96 △154 △252

支払利息  46 64 118

デリバティブ評価損  14 ― ―

売上債権の(増)減額  △4,927 6,936 △12,142

たな卸資産の増加額  △133 △1,200 △60

前渡金の増加額  △1,508 △654 △4,582

仕入債務の(増)減額  5,024 △6,381 11,815

前受金の増加額  1,835 1,206 5,510

未収消費税等の増加額  △25 △40 △20

その他資産・負債の増減額  20 △76 72

小計  2,411 1,068 5,178

利息及び配当金の受取額  129 197 231

利息の支払額  △45 △64 △117

法人税等の支払額  △916 △1,103 △1,668

その他  13 14 13

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 1,592 112 3,637
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

 

  
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) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  △4,481 △4,474 △8,382

有価証券の売却による収入  3,914 4,419 8,415

投資有価証券の取得による支出  △266 △426 △1,053

投資有価証券の売却による収入  788 205 1,540

固定資産の取得による支出  △282 △315 △528

固定資産の売却による収入  39 1 84

長期貸付けによる支出  △3 △99 △15

長期貸付金の回収による収入  51 34 83

差入保証金の支出  △4 △51 △12

差入保証金の返戻による収入  26 3 39

非連結子会社の清算による収入  ― ― 42

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △218 △704 213

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純減少額  △100 ― △100

配当金の支払額  △424 △508 △425

自己株式の取得による支出  △4 △9 ―

自己株式の売却による収入  1 1 ―

その他  ― ― △9

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 △527 △517 △535

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 10 90 89

Ⅴ 現金及び現金同等物の(増)減額  857 △1,018 3,406

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,626 10,032 6,626

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

*１ 7,484 9,014 10,032
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
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 

(1) 連結子会社の数および名称  

連結子会社の数 ５社 

  連結子会社の名称 

   日本ダイヤバルブ㈱ 

SEIKA SANGYO GmbH 

TSURUMI(EUROPE)GmbH 

SEIKA MACHINERY,INC. 

西曄貿易（上海）有限公司 

    

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数および名称  

   同 左 

 

 

 

 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数および名称 

    同 左 

 

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社 東西実業㈱ 

  (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、中間純損益および利益剰余

金等は、いずれも小規模であ

り、かつ全体としても中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼし

ておりません。 

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等

同 左 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等

 主要な非連結子会社 東西実業㈱

  (連結の範囲から除いた理由) 

   連結の範囲から除外した非連

結子会社の総資産、売上高、当

期純損益および利益剰余金等

は、いずれも小規模であり、か

つ全体としても連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしておりませ

ん。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の非連結子会社数 

１社 

  会社名 東西実業㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の非連結子会社数

同 左 

    

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の非連結子会社数

   同 左 

 (2) 持分法適用の関連会社数 

３社 

  会社名 エステック㈱ 

            ㈱エスケイセールス 

            市川燃料チップ㈱ 

 (2) 持分法適用の関連会社数 

２社

  会社名 エステック㈱ 

            市川燃料チップ㈱ 

   

     

     

 (2) 持分法適用の関連会社数 

同 左 

 

 

なお、従来より持分法適用の

関連会社でありました㈱エス

ケイセールスについては、保

有株式の一部を売却したこと

により当社の持分比率が低下

し関連会社に該当しないこと

となったため、当連結会計年

度末を以って持分法適用の範

囲から除外しております。 
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

 
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) 

 (3) 持分法を適用していない非連

結子会社および関連会社(日本

エゼクターエンジニアリング㈱

ほか)は、いずれも中間連結純

損益および利益剰余金に及ぼす

影響は軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため持分法

の適用範囲から除外しておりま

す。 

 

 (3) 同 左  (3) 持分法を適用していない非連

結子会社および関連会社(日本

エゼクターエンジニアリング㈱

ほか)は、いずれも連結純損益

および利益剰余金等に及ぼす影

響は軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しておりま

す。 

 (4) 持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異な

る会社については、各社の中間

会計期間に係る中間財務諸表を

使用しております。 

 

(5) 債務超過の持分法適用会社に

ついては、当社が負担すべき負

の額を「持分法適用に伴う負

債」として固定負債に計上して

おります。 

 

 (4) 同 左 

 

 

 

 

 

(5) ───── 

 

 (4) 持分法適用会社のうち、決算

日が連結決算日と異なる会社に

ついては、各社の事業年度に係

る財務諸表を使用しておりま

す。 

 

(5) ───── 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

   連結子会社のうち中間決算日

が中間連結決算日と異なる会社

は次のとおりであります。 

連結子会社名 中間決算日 

SEIKA SANGYO GmbH 6月30日

TSURUMI(EUROPE)GmbH 6月30日

SEIKA MACHINERY, INC. 6月30日

西曄貿易（上海）   
有限公司   

6月30日

  

   中間連結財務諸表の作成にあ

たっては、中間連結決算日との

差異が３か月を超えないため当

該連結子会社の中間決算財務諸

表を採用しております。 

   また、連結子会社との間の取

引で中間決算日が異なることか

ら生ずる重要な不一致について

は必要な調整を行っておりま

す。 

 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

   同 左 

  

   

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

   連結子会社のうち決算日が連

結決算日と異なる会社は次のと

おりであります。 

連結子会社名 決算日

SEIKA SANGYO GmbH 12月31日

TSURUMI(EUROPE)GmbH 12月31日

SEIKA MACHINERY, INC. 12月31日

西曄貿易（上海）   
有限公司   

12月31日

 

連結財務諸表の作成にあたっ

ては、連結決算日との差異が３

か月を超えないため当該連結子

会社の決算財務諸表を採用して

おります。 

   また、連結子会社との取引で

決算日が異なることから生ずる

重要な不一致については必要な

調整を行っております。 
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

 
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) 

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 

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 

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 

  イ 有価証券 

      売買目的有価証券 

    時価法(売却原価は移動平

均法によって算定しておりま

す。) 

その他有価証券 

   ・時価のあるものは中間連結

期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

によって算定しておりま

す。) 

   ・時価のないものは、移動平

均法による原価法 

 

  イ 有価証券 

      売買目的有価証券 

同 左 

 

 

その他有価証券 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  イ 有価証券 

   売買目的有価証券 

    同 左 

 

 

その他有価証券 

・時価のあるものは連結期末

日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によっ

て算定しております。) 

 

・時価のないものは、移動平

均法による原価法 

  ロ デリバティブ 

    時価法 

 

ハ たな卸資産 

先入先出法による原価法 

ただし、在外連結子会社は

個別法による低価法を、国内

連結子会社は最終仕入原価法

を採用しております。 

  ロ デリバティブ 

        同 左 

 

ハ たな卸資産 

先入先出法による原価法 

ただし、在外連結子会社は

個別法による低価法を、国内

連結子会社は総平均法による

原価法を採用しております。

 

  （会計方針の変更） 

連結子会社である日本ダイ

ヤバルブ㈱のたな卸資産の評

価基準及び評価方法は、従

来、最終仕入原価法による原

価法によっておりましたが、

当中間連結会計期間から、総

平均法による原価法に変更し

ております。この変更は、昨

年来の原材料価格の急激な高

騰に対し、より合理的なたな

卸資産の評価および適正な期

間損益の計算を行うために行

ったものであります。 

これにより、従来の方法に

比べ、営業利益、経常利益お

よび税金等調整前中間純利益

はそれぞれ120百万円減少し

ております。 

なお、セグメント情報に与

える影響は（セグメント情

報）に記載しております。 

 

ロ  デリバティブ 

同 左 

 

ハ たな卸資産 

先入先出法による原価法 

ただし、在外連結子会社

は個別法による低価法を、

国内連結子会社は最終仕入

原価法を採用しておりま

す。 
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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 

  イ 有形固定資産 

    定率法。ただし、 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  イ 有形固定資産 

    同 左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

イ 有形固定資産 

同 左 

   Ⅰ 賃貸用資産のうち、賃貸

借契約(賃貸料均等収入)に

基づくものおよび平成10年

4月1日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)につ

いては、定額法によってお

ります。 

      

   Ⅱ リース資産については、

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。 

    

 

 

 

（会計方針の変更） 

 当社および国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴い、

当中間連結会計期間より、平

成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産(賃貸用資産の

一部およびリース資産を除く)

について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変

更しております。これによ

り、営業利益、経常利益およ

び税金等調整前中間純利益は

それぞれ４百万円減少してお

ります。 

なお、セグメント情報に与

える影響は（セグメント情

報）に記載しております。 

 

（追加情報） 

当社および国内連結子会社

は、法人税法改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産については、

改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しておりま

す。 

この結果、従来の方法に比

べ、営業利益、経常利益および

税金等調整前中間純利益はそれ

ぞれ６百万円減少しておりま

す。 

なお、セグメント情報に与え

る影響は（セグメント情報）に

記載しております。 
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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) 

  ロ 無形固定資産 

    定額法。ただし、自社利用

のソフトウェアについて

は、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法

によっております。 

  ロ 無形固定資産 

    同 左 

ロ 無形固定資産 

  同 左 

ハ 長期前払費用 

    定額法 

 

ハ 長期前払費用 

    同 左 

ハ 長期前払費用 

  同 左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  イ 貸倒引当金 

      債権の貸倒れによる損失に

そなえるため、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

を検討して、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 

  イ 貸倒引当金 

    同 左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  イ 貸倒引当金 

    同 左 

  ロ 賞与引当金 

    従業員賞与および取締役で

ない執行役員賞与の支給にそ

なえるため、支給見込額のう

ち当中間連結会計期間負担額

を計上しております。 

 

  ハ 役員賞与引当金 

    取締役賞与の支給にそなえ

るため、支給見込額のうち当

中間連結会計期間負担額を計

上しております。 

 

  ロ 賞与引当金 

    同 左 

 

 

 

 

 

  ハ 役員賞与引当金 

    同 左 

 

 

  ロ 賞与引当金 

    従業員賞与および取締役で

ない執行役員賞与の支給にそ

なえるため、支給見込額のう

ち当連結会計年度負担額を計

上しております。 

 

ハ 役員賞与引当金 

取締役賞与の支給にそな

えるため、支給見込額を計上

しております。 

ニ 退職給付引当金 

   Ⅰ 従業員の退職給付にそな

えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務および

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翌連結

会計年度に一括費用処理する

こととしております。 

 

Ⅱ 取締役でない執行役員の

退職慰労金の支給にそなえる

ため、内規に基づく当中間連

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。 

   ニ 退職給付引当金 

   Ⅰ 同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ  同 左 

  

 

 

 

 

 

  ニ 退職給付引当金 

   Ⅰ 従業員の退職給付にそな

えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務および

年金資産の見込額に基づいて

計上しております。 

    数理計算上の差異は翌連結

会計年度に一括費用処理する

こととしております。 

 

 

 

  Ⅱ 取締役でない執行役員の

退職慰労金の支給にそなえる

ため、内規に基づく当連結会

計年度末要支給額を計上して

おります。 
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

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) 

ホ 役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支出に

そなえるため、内規に基づく

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。 

ホ 役員退職慰労引当金 

  同 左 

 

 

 

 

ホ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出にそ

なえるため、内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を計

上しております。 

 

へ 訴訟関連損失引当金 

係争中の訴訟に関連する損

失にそなえるため、その損失

見込額を計上しております。 

 

へ 訴訟関連損失引当金 

  同 左 

 

へ 訴訟関連損失引当金 

  同 左 

 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

  所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、貸手側、

借手側ともに通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 

 (4) 重要なリース取引の処理方法

    同 左 

 (4) 重要なリース取引の処理方法

    同 左 

 (5) 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 

 (5) 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

 (5) 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 

税抜処理によっております。 

 

消費税等の会計処理 

同 左 

  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、随

時引き出し可能な預金および容

易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３か月

以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

    同 左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

   連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引

き出し可能な預金および容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３か月以内

に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

  
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より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）および「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号 平成17年12月9

日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、22,032百万円でありま

す。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、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） 

当連結会計年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）および「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月9日）を

適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、23,596百万円でありま

す。 

なお、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

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) 

１ 前中間連結会計期間では関連会社出資金について

は、投資その他の資産の「その他」に含めて表示し

ておりましたが、「会社法の施行に伴う関連法律の

整備等に関する法律」(平成17年７月26日法律第87

号)の施行に伴い、当中間連結会計期間においては

投資その他の資産の「投資有価証券」に含めて表示

しております。 

  なお、前中間連結会計期間の投資その他の資産の

「その他」に含まれている関連会社出資金の額は22

百万円、当中間連結会計期間の「投資有価証券」に

含まれているその額は22百万円であります。 

 

２ 前中間連結会計期間において、固定負債の「連結調

整勘定」として表示していたものは、当中間連結会

計期間から「負ののれん」と表示しております。 

 

（中間連結損益計算書関係） 

１ 前中間連結会計期間では有価証券売却損益の純額

を、営業外収益の「有価証券売却益」に区分掲記し

ておりましたが、当中間連結会計期間においては、

その金額が営業外費用総額の百分の十以下となった

ため営業外費用の「その他」に含めて表示しており

ます。 

なお、当中間連結会計期間における営業外費用の

「その他」に含まれている「有価証券売却損」は

５百万円であります。 

 

２ 前中間連結会計期間において、営業外収益の「連結

調整勘定償却額」として表示していたものは、当中

間連結会計期間から、「負ののれん償却額」と表示

しております。 

 

３ 前中間連結会計期間では為替差損益の純額を、営業

外収益の「為替差益」に区分掲記しておりました

が、当中間連結会計期間においては、その金額が営

業外費用総額の百分の十以下となったため営業外費

用の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当中間連結会計期間における営業外費用の

「その他」に含まれている「為替差損」は８百万円

であります。 

 

４ 前中間連結会計期間の「手形売却損」および「デリ

バティブ評価損」は営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりましたが、当中間連結会計期間にお

いては、各々その金額が営業外費用総額の百分の十

を超えたため、区分掲記しております。 

なお、前中間連結会計期間における営業外費用の

「その他」に含まれている各々の金額は「手形売却

損」１百万円、「デリバティブ評価損」４百万円で

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中間連結損益計算書関係） 

１ 前中間連結会計期間では為替差損益の純額を、営業

外費用の「その他」に含めて表示しておりました

が、当中間連結会計期間においては、その金額が営

業外収益総額の百分の十を超えたため、区分掲記し

ております。 

なお、前中間連結会計期間における営業外費用の

「その他」に含まれている「為替差損」は８百万円

であります。 

 

 

２ 前中間連結会計期間の「有価証券売却損」は営業外

費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間連結会計期間においては、その金額が営業外

費用総額の百分の十を超えたため、区分掲記してお

ります。 

なお、前中間連結会計期間における営業外費用の

「その他」に含まれている「有価証券売却損」は５

百万円であります。 
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

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) 

５ 前中間連結会計期間では出資金運用損益の純額を営

業外費用の「出資金運用損」に区分掲記しておりま

したが、当中間連結会計期間においては、その金額

が営業外収益総額の百分の十以下となったため営業

外収益の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当中間連結会計期間における営業外収益の

「その他」に含まれている「出資金運用益」は４百

万円であります。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

１ 前中間連結会計期間において、営業活動によるキャ

ッシュ・フローに表示しておりました「連結調整勘

定償却額」は、当中間連結会計期間から「負ののれ

ん償却額」と表示しております。 

 

２ 前中間連結会計期間において、営業活動によるキャ

ッシュ・フローに区分掲記しておりました「出資金

運用損(益)」（当中間連結会計期間△４百万円）お

よび「役員賞与の支払額」（当中間連結会計期間

△６百万円）は、当中間連結会計期間においては、

その金額の重要性が軽微であるため、営業活動によ

るキャッシュ・フローの「その他の資産・負債の増

減額」に含めて表示しております。 

 

３ 前中間連結会計期間の「デリバティブ評価損」は営

業活動によるキャッシュ・フローの「その他の資

産・負債の増減額」に含めて表示しておりました

が、当中間連結会計期間においては、その金額の重

要性が増したため、営業活動によるキャッシュ・フ

ローに区分掲記しております。 

なお、前中間連結会計期間の営業活動によるキャッ

シュ・フロー「その他の資産・負債の増減額」に含

まれている「デリバティブ評価損」は４百万円であ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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において、営業活動によるキャ

ッシュ・フローに区分掲記しておりました「デリバ

ティブ評価損」（当中間連結会計期間０百万円）

は、当中間連結会計期間においては、その金額の重

要性が軽微であるため、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他の資産・負債の増減額」に含

めて表示しております。 
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

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) 

＊１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,846百万円 

＊１ 有形固定資産の減価償却累計額

4,869百万円

＊１ 有形固定資産の減価償却累計額

4,737百万円

＊２ 債務の担保に供している資産 

  定期預金 1百万円 

投資有価証券 1,932百万円 

上記担保に対応する債務の科目
名称又は担保目的とその金額 

  短期借入金 2,600百万円

長期借入金 1,000百万円

取引保証金等の代用 
支払保証等 

 
 

＊２ 債務の担保に供している資産 

  定期預金 1百万円

投資有価証券 1,924百万円

上記担保に対応する債務の科目
名称又は担保目的とその金額 

  短期借入金 2,600百万円

一年内返済予定の

長期借入金 
1,000百万円

取引保証金等の代用 
支払保証等 

 
 

＊２ 債務の担保に供している資産 

定期預金 1百万円

投資有価証券 2,022百万円

上記担保に対応する債務の科目
名称又は担保目的とその金額 

  短期借入金 2,600百万円

一年内返済予定の

長期借入金 
1,000百万円

取引保証金等の代用 
支払保証等 
 

３ 保証債務   ３ 保証債務   ３ 保証債務  

    営業取引に対する保証  

  子会社 

  西華貿易（深 ）有限公司 

15百万円 

    営業取引に対する保証  

  子会社 

  西華貿易（深 ）有限公司 

16百万円 

    営業取引に対する保証  

  子会社 

  西華貿易（深 ）有限公司 

16百万円

４ 貸出コミットメント及び当座貸

越契約(借手側) 

貸出コミット 
メント総額 

4,000百万円

当座貸越極度額 1,100百万円

合計 5,100百万円

借入実行残高 ― 

差引額 5,100百万円

  

４ 貸出コミットメント及び当座貸

越契約(借手側) 

貸出コミット 
メント総額 

4,000百万円

当座貸越極度額 1,100百万円

合計 5,100百万円

借入実行残高 ―

差引額 5,100百万円
 

４ 貸出コミットメント及び当座貸

越契約(借手側) 

貸出コミット 
メント総額 

4,000百万円

当座貸越極度額 1,100百万円

合計 5,100百万円

借入実行残高 ―

差引額 5,100百万円
 

５ 受取手形(輸出手形)割引高 

 564百万円

 

＊６ 中間連結会計期間末日の満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

り、当中間連結会計期間末日は

金融機関が休日のため、同日期

日の下記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    218百万円 

支払手形    1,613百万円 

５ 受取手形(輸出手形)割引高 

 903百万円

 

＊６ 中間連結会計期間末日の満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しており、当中間連結会計期

間末日は金融機関が休日のた

め、同日期日の下記手形が中

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        176百万円

支払手形      1,255百万円

５ 受取手形(輸出手形)割引高 

   761百万円

  

＊６ 当連結会計年度末日の満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

り、当連結会計年度末日は金融

機関が休日のため、同日期日の

下記手形が当連結会計年度末日

の残高に含まれております。 

 

受取手形         261百万円

支払手形       1,435百万円

 

-25-



 
 

西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

(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 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額 

   従業員給料 
   諸手当 

1,418百万円

賞与引当金 
   繰入額 

497百万円 

役員賞与引当金 
繰入額 

26百万円 

   役員退職慰労 
   引当金繰入額 

27百万円 

退職給付費用 164百万円

減価償却費 66百万円

貸倒引当金 
繰入額 

263百万円

 

 

 

 

＊１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額 

   従業員給料 
   諸手当 

1,502百万円

賞与引当金 
   繰入額 

536百万円

役員賞与引当金
繰入額 

22百万円

   役員退職慰労 
   引当金繰入額 

25百万円

退職給付費用 248百万円

減価償却費 71百万円

  

 

 

 

 

＊１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額 

   従業員給料 
   諸手当 

2,863百万円

   従業員賞与 722百万円

   賞与引当金 
   繰入額 

582百万円

役員賞与引当金
繰入額 

71百万円

   役員退職慰労 
   引当金繰入額 

59百万円

退職給付費用 322百万円

減価償却費 137百万円

貸倒引当金 
繰入額 

237百万円

 
 

＊２ 固定資産除却損 

機械装置 5百万円

 

 
 

２    ─────  

 

 

 
 

２    ─────  

 

 

 
 

＊３ 訴訟関連損失引当金繰入損 
係争中の訴訟に関連する損失
の見込額であります。 

 

３    ───── 
 

＊３ 訴訟関連損失引当金繰入損 
係争中の訴訟に関連する損失
の見込額であります。 
 

４    ─────  
 

＊４ 訴訟関連損失引当金戻入益 
係争中の訴訟について、一部
和解したことに伴い、関連す
る損失の見込額を見直したこ
とによる引当金の減少額であ
ります。 

 

４    ─────  
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

 

(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 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

発行済株式  

普通株式 85,103,252 ― ― 85,103,252

合計 85,103,252 ― ― 85,103,252

自己株式  

普通株式（注） 271,630 17,866 6,452 283,044

合計 271,630 17,866 6,452 283,044
 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加17,866株は単元未満株式の買取によるものであり、減少6,452株は単元

未満株式の買増請求によるものであります。 

 
 

２ 配当に関する事項 

  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 424 5 平成18年３月31日 平成18年６月30日
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

 

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 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

発行済株式  

普通株式 85,103,252 ― ― 85,103,252

合計 85,103,252 ― ― 85,103,252

自己株式  

普通株式（注） 292,052 25,666 3,694 314,024

合計 292,052 25,666 3,694 314,024
 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加25,666株は単元未満株式の買取によるものであり、減少3,694株は単元

未満株式の買増請求によるものであります。 

 
 

２ 配当に関する事項 

  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 509 6 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

 

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 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数(株) 

当連結会計年度 
増加株式数(株) 

当連結会計年度 
減少株式数(株) 

当連結会計年度末 
株式数(株) 

発行済株式 

普通株式 85,103,252 ― ― 85,103,252

合計 85,103,252 ― ― 85,103,252

自己株式 

 普通株式（注） 271,630 37,008 16,586 292,052

合計 271,630 37,008 16,586 292,052
 

（注）1. 普通株式の自己株式の株式数の増加37,008株は、単元未満株式の買取によるものであります。 
      2. 普通株式の自己株式の株式数の減少16,586株の内訳は以下のとおりであります。 

・単元未満株式の買増請求による減少6,884株 
・自己株式（当社株式）を保有する持分法適用会社を、持分法の適用範囲から除外したことによる当社
帰属分の減少9,702株 

 
 

 

２ 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 424 5 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 509 6 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

 

(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) 

＊１ 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 

     (平成18年９月30日現在) 

 

＊１ 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 

     (平成19年９月30日現在)

＊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 

(平成19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 7,485百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 

 △1百万円

現金及び現金同等物 7,484百万円
 

現金及び預金勘定 9,015百万円

預入期間が３か月を超える定期預金

 △1百万円

現金及び現金同等物 9,014百万円
 

現金及び預金勘定 10,034百万円

預入期間が３か月を超える定期預金

 △1百万円

現金及び現金同等物 10,032百万円
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

 

 (セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

 機 械 等

卸売事業

(百万円)

機 械 等

製造事業

(百万円)

計 

 

(百万円) 

消去又は

全社 

(百万円)

連 結 

 

(百万円)

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 66,369 2,488 68,857 ― 68,857

 (2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
27 224 251 (251) ―

計 66,396 2,713 69,109 (251) 68,857

営業費用 65,031 2,510 67,542 (253) 67,288

営業利益 1,364 202 1,567 2 1,569

 

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) 

 機 械 等

卸売事業

(百万円)

機 械 等

製造事業

(百万円)

計 

 

(百万円) 

消去又は

全社 

(百万円)

連 結 

 

(百万円)

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 65,905 2,624 68,529 ― 68,529

 (2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
14 263 278 (278) ―

計 65,919 2,888 68,807 (278) 68,529

営業費用 64,706 2,967 67,673 (281) 67,391

営業利益 1,213 △79 1,133 3 1,137

 

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) 

 機 械 等

卸売事業

(百万円)

機 械 等

製造事業

(百万円)

計 

 

(百万円) 

消去又は

全社 

(百万円)

連 結 

 

(百万円)

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 143,227 5,079 148,307 ― 148,307

 (2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
57 511 568 (568) ―

計 143,285 5,591 148,876 (568) 148,307

営業費用 140,012 5,226 145,239 (566) 144,673

営業利益 3,272 364 3,636 (2) 3,634
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

 

（注）１ 当社および連結子会社の事業区分は製品の種類、製造方法、販売方法の類似性を考慮し、

「機械等卸売事業」および「機械等製造事業」に分類しております。 

２ 事業区分の主要な内容 

 (1) 機械等卸売事業  各種産業分野の機械設備の販売等 

 (2) 機械等製造事業  各種産業用のバルブ製造・販売等 

３ 会計処理の方法の変更 

(前中間連結会計期間) 

該当事項はありません。 

 

(当中間連結会計期間) 

 (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会

計期間より、連結子会社である日本ダイヤバルブ㈱のたな卸資産の評価基準及び評価方法

を最終仕入原価法による原価法から、総平均法による原価法に変更しております。この変

更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の機械等製造事業の

営業費用は120百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 (2) 有形固定資産の減価償却の方法の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会

計期間より、当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以

降取得した有形固定資産(賃貸用資産の一部およびリース資産を除く)について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によ

った場合に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、機械等卸売事業が２百万円、機

械等製造事業が１百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

(追加情報) 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会

計期間より、当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しており

ます。この結果、従来の方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、

機械等卸売事業が１百万円、機械等製造事業が４百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額

減少しております。 

 

(前連結会計年度) 

該当事項はありません。 
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

 

【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)および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)並びに前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31

日)における本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高合計および全セグメントの資産

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

 

【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） 

 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,718 2,304 588 6,611

Ⅱ 連結売上高（百万円） 68,857

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 5.4 3.3 0.9 9.6

 

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） 

 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,574 2,142 577 9,293

Ⅱ 連結売上高（百万円） 68,529

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 9.6 3.1 0.8 13.5

 

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） 

 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 10,183 5,305 1,028 16,517

Ⅱ 連結売上高（百万円） 148,307

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 6.8 3.6 0.7 11.1

 (注)1.国又は地域の区分方法 

地理的近接度により区分しております。 

   2.各区分に属する主な国又は地域 

アジア：中国、台湾、ＵＡＥ 

欧州：ドイツ、イタリア 

その他：米国 

   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。 
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西華産業（株）（8061） 平成20年３月期 中間決算短信 

 

(リース取引関係) 

 
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 所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引 

(貸手側) 
(1) 固定資産に含まれているリース
物件の取得価額、減価償却累計
額及び中間連結期末残高  

 器具・備品 

取得価額 2,963百万円
減価償却累計額 2,069百万円
中間連結期末 
残高 

893百万円
 

１ 所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引 

(貸手側) 
(1) 固定資産に含まれているリース
物件の取得価額、減価償却累計
額及び中間連結期末残高  

 器具・備品

取得価額 2,743百万円
減価償却累計額 2,059百万円
中間連結期末 
残高 

684百万円
 

１ 所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引 

(貸手側) 
(1) 固定資産に含まれているリース
物件の取得価額、減価償却累計
額及び当連結会計年度末残高 

 器具・備品

取得価額 2,707百万円
減価償却累計額 1,961百万円
当連結会計年度末
残高 

746百万円
 

(2) 未経過リース料中間連結期末残
高相当額 
一年内 361百万円
一年超 578百万円

合計 939百万円

  

(2) 未経過リース料中間連結期末残
高相当額 
一年内 309百万円
一年超 409百万円

合計 718百万円

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額
 
一年内 322百万円
一年超 458百万円

合計 781百万円
 

(3) 受取リース料、減価償却費及び
受取利息相当額 
受取リース料 240百万円
減価償却費 210百万円
受取利息相当額 19百万円

  

(3) 受取リース料、減価償却費及び
受取利息相当額 
受取リース料 242百万円
減価償却費 164百万円
受取利息相当額 17百万円

  

(3) 受取リース料、減価償却費及び
受取利息相当額 
受取リース料 457百万円
減価償却費 402百万円
受取利息相当額 35百万円

  

(4) 利息相当額の算定方法 
  利息相当額の各期への配分方法
は、利息法によっております。 

 

(4) 利息相当額の算定方法 
  同 左 

(4) 利息相当額の算定方法 
  同 左 
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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) 

(借手側) 
(1) リース物件の取得価額相当額 
減価償却累計額相当額及び中間連結
期末残高相当額 
 

 
取得価額 
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

中間連結
期末残高 
相当額 

 （百万円）（百万円）（百万円）

機械装置 
及び運搬具 

12 8 3 

器具及び
備品 

86 32 53 

合計 98 41 57 

  

(借手側) 
(1) リース物件の取得価額相当額
減価償却累計額相当額及び中間連結
期末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

中間連結
期末残高
相当額

 （百万円）（百万円）（百万円）

機械装置 
及び運搬具

14 10 4

器具及び
備品 

91 34 57

合計 106 45 61

 

(借手側) 
(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当連結会
計年度末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

連結会計
年度末残
高相当額

 （百万円）（百万円）（百万円）

機械装置 

及び運搬具
12 9 2

器具及び
備品 

104 41 63

合計 116 50 65
 

(2) 未経過リース料中間連結期末残
高相当額 
一年内 22百万円
一年超 36百万円
合計 58百万円

  

(2) 未経過リース料中間連結期末残
高相当額 
一年内 23百万円
一年超 38百万円
合計 62百万円

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額
 
一年内 24百万円
一年超 42百万円
合計 67百万円

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当
額及び支払利息相当額 
支払リース料 13百万円
減価償却費相当額 12百万円
支払利息相当額 1百万円

  

(3) 支払リース料、減価償却費相当
額及び支払利息相当額 
支払リース料 14百万円
減価償却費相当額 13百万円
支払利息相当額 1百万円

  

(3) 支払リース料、減価償却費相当
額及び支払利息相当額 
支払リース料 28百万円
減価償却費相当額 25百万円
支払利息相当額 2百万円

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 
  リース期間を耐用年数とし、残
存価額を零とする定額法によっ
ております。 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 
  同 左 
 
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 
  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。 

   
所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引（借手側）について
は、１件当たりリース料総額３
百万円未満のリース取引につい
ては省略して記載しておりま
す。 
 

(5) 利息相当額の算定方法 
  同 左 
 
 
 
 
 
  同 左 
 

(5) 利息相当額の算定方法 
  同 左 
 
 
 
 
 
  同 左 
 

２ オペレーティング・リース取引 
(借手側) 
 未経過リース料 
一年内 3百万円
一年超 9百万円
合計 12百万円
  
オペレーティング・リース取
引（借手側）については、１
件当たりリース料総額３百万
円未満のリース取引について
は省略して記載しておりま
す。 
 

２ オペレーティング・リース取引
(借手側) 
 未経過リース料 
一年内 3百万円
一年超 5百万円
合計 9百万円
  
  同 左 
 

２ オペレーティング・リース取引
(借手側) 
 未経過リース料 
一年内 3百万円
一年超 7百万円
合計 11百万円

  
  同 左 
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(有価証券関係) 

 

前中間連結会計期間末 (平成18年９月30日) 

種類 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

１ その他有価証券で時価のある 
  もの 

   

(1) 株式 5,057 13,183 8,126

(2) 債券 

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3) その他 628 1,134 505

合計 5,686 14,318 8,632

２ 時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式    280百万円 

投資事業組合等    465百万円 
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当中間連結会計期間末 (平成19年９月30日) 

種類 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

１ その他有価証券で時価のある 
  もの 

   

(1) 株式 5,242 12,631 7,389

(2) 債券 

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 100 100 0

(3) その他 731 1,226 495

合計 6,073 13,957 7,884

２ 時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式 262百万円 

投資事業組合等 484百万円 
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前連結会計年度末 (平成19年３月31日) 

種類 取得原価(百万円) 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

１ その他有価証券で時価のある 
  もの 

   

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

(1) 株式 5,006 13,260 8,253

(2) 債券 

その他 ― ― ―

(3) その他 628 1,199 570

小計 5,635 14,459 8,824

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

(1) 株式 221 206 △14

(2) 債券 

その他 ― ― ―

(3) その他 138 136 △2

小計 359 343 △16

合計 5,995 14,803 8,808

２ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式      284百万円

投資事業組合等      291百万円
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(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 
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) 

対象 
物の 
種類 

取引の種類 
契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

通貨 為替予約取引  

売建  
 

 米ドル 133 138 △5 459 448 10 229 230 △0

 ユーロ 2,071 2,188 △117 1,511 1,655 △143 1,860 2,025 △165
 

買建  

 米ドル 281 287 5 548 533 △14 329 332 2
 

 ユーロ 377 399 21 324 341 17 379 389 9

  豪ドル ― ― ― ― ― ― 4 4 △0

 

 ノルウェークロ

ーネ 
7 7 0 ― ― ― 3 3 △0

 スワップ取引  

 

 支払日本円 
 受取米ドル 
 

2,828 1 1 ― ― ― 2,828 1 1

スワップ取引  
金利 

 支払固定 
 受取変動 

1,000 4 4 1,000 5 5 1,000 6 6

 合計 6,699 3,027 △88 3,844 2,985 △124 6,636 2,994 △145
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 (１株当たり情報) 

 
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) 

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 １株当たり純資産額 

259円75銭 

１ １株当たり純資産額 

276円06銭

１ １株当たり純資産額 

278円22銭

２ １株当たり中間純利益金額 

10円67銭 

２ １株当たり中間純利益金額 

9円15銭

２ １株当たり当期純利益金額 

27円75銭

  なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、

潜在株式がないため記載してお

りません。 

  なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、

潜在株式がないため記載してお

りません。 

  なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、

潜在株式がないため記載してお

りません。 

 

(注)１. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 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） 22,051 23,432 23,618

純資産の部の合計額から控除する金

額（百万円） 
19 26 22

（うち少数株主持分） (19) (26) (22)

普通株式に係る中間期末(期末)の純

資産額（百万円） 
22,032 23,406 23,596

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末(期末)の普通株式の数

(千株) 

84,820 84,789 84,811

 

２. １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
前中間連結会計期間 

(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)純利益金額 
(百万円) 

905 775 2,353

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益金
額(百万円) 

905 775 2,353

普通株式の期中平均株式数(千株) 84,828 84,805 84,824

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５．生産、受注および販売の状況 
(1)生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績は次のとおりであります。 

事業部門の名称 金額(百万円) 前期比(％) 

機械等製造事業 2,888 5.4 

(注) １ 上記記載の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２ 上記記載の金額は、販売価格によっております。また、消費税等は含まれておりません。 

３ 上記機械等製造事業とは、連結子会社である日本ダイヤバルブ（株）が対象となります。 

 (2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

当中間期 

（19.4.1～19.9.30) 

前中間期 

（18.4.1～18.9.30) 
比較増減 

事業部門の名称 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 前期比(％)

電 力 16,997 19,182 △2,184 △11.4 

一 般 産 業 53,351 34,163  19,188   56.2 

電 子 ・ 情 報  4,372  6,041 △1,668 △27.6 

(環境保全設備)  (1,956)  (1,348)     （607）   (45.1) 

機
械
等
卸
売
事
業 

計 74,721 59,387  15,334   25.8 

機械等製造事業  2,794  2,724      70    2.6 

合 計 77,516 62,111  15,404   24.8 

(注) １ 環境保全設備の金額並びに増減比欄の( )内は、内数を示しております。 

２ 上記記載の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

３ 上記記載の金額は、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

当中間期 

（19.4.1～19.9.30) 

前中間期 

（18.4.1～18.9.30) 
比較増減 

事業部門の名称 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 前期比(％)

電 力 11,754 18,582 △6,827 △36.7 

一 般 産 業 49,800 41,373   8,426   20.4 

電 子 ・ 情 報  4,349  6,413 △2,063 △32.2 

(環境保全設備)  (4,859) (1,259)   (3,599)  (285.7) 

機
械
等
卸
売
事
業 

計 65,905 66,369   △463  △0.7 

機械等製造事業  2,624  2,488     135    5.5 

合 計 68,529 68,857   △328  △0.5 

 (注) １ 環境保全設備の金額並びに増減比欄の( )内は、内数を示しております。 

２ 上記記載の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

３ 上記記載の金額は、消費税等は含まれておりません。 
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主な相手先の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおり 

であります。 

当 中 間 期 
（19.4.1～19.9.30） 

前 中 間 期 
（18.4.1～18.9.30） 

相手先 金額(百万円) 割合(％) 相手先 金額(百万円) 割合(％) 

三菱重工業(株) 8,613 12.6
旭化成エヌエス
エネルギー(株)

7,724 11.2

川崎天然ガス 
発電(株) 

7,218 10.5  

（注） 上記記載の金額は、消費税等は含まれておりません。 
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６．中間財務諸表 

（１）中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ＊２ 6,180 6,972 8,416  

２ 受取手形 ＊６ 2,733 3,038 1,806

３ 売掛金  35,718 36,191 44,083

４ 有価証券  426 31 264

５ たな卸資産  1,130 1,665 823

６ 前渡金  4,481 8,221 7,631

７ 繰延税金資産  302 333 408

８ その他 ＊７ 1,741 2,154 1,529

 貸倒引当金  △243 △316 △289

流動資産合計   52,470 72.1 58,292 74.7 64,673 76.1

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ＊１ 1,989 1,756 1,814

２ 無形固定資産  297 312 292

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ＊２ 17,174 16,778 17,402

(2) その他  944 952 886

 貸倒引当金  △71 △37 △33

   計  18,047 17,693 18,256

固定資産合計   20,335 27.9 19,762 25.3 20,363 23.9

資産合計   72,805 100.0 78,054 100.0 85,037 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形 ＊６ 9,136 8,106 8,084

２ 買掛金  24,560 26,050 32,507

３ 短期借入金 ＊２ 6,700 6,700 6,700

４ 一年内返済予定の 

長期借入金 
＊２ ― 1,000 1,000

５ 未払法人税等  731 492 1,018

６ 前受金  4,079 8,753 7,703

７ 引当金  571 628 876

８ その他 ＊７ 933 985 983

流動負債合計   46,712 64.2 52,716 67.5 58,874 69.2

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ＊２ 1,000 ― ―

２ 退職給付引当金  1,311 1,176 1,162

３ 役員退職慰労引当金  184 123 212

４ 繰延税金負債  2,329 2,052 2,397

５ その他  6 6 6

固定負債合計   4,832 6.6 3,359 4.3 3,779 4.5

負債合計   51,545 70.8 56,076 71.8 62,653 73.7
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  6,728 6,728 6,728

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  2,096 2,096 2,096

(2) その他資本剰余金  1 2 1

資本剰余金合計  2,098 2,098 2,098

３ 利益剰余金   

(1) その他利益剰余金   

別途積立金  6,050 7,400 6,050

繰越利益剰余金  1,251 1,148 2,352

利益剰余金合計  7,301 8,548 8,402

４ 自己株式  △32 △47 △38

株主資本合計   16,095 22.1 17,327 22.2 17,190 20.2

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  5,164 4,650 5,193

評価・換算差額等 
合計 

  5,164 7.1 4,650 6.0 5,193 6.1

純資産合計   21,260 29.2 21,978 28.2 22,383 26.3

負債純資産合計   72,805 100.0 78,054 100.0 85,037 100.0
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② 中間損益計算書 

 

  
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) 

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) 

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) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   65,493 100.0 64,946 100.0 140,914 100.0

Ⅱ 売上原価 ＊１  60,612 92.5 60,312 92.9 130,912 92.9

売上総利益   4,880 7.5 4,633 7.1 10,001 7.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊１  3,490 5.4 3,557 5.4 6,934 4.9

営業利益   1,390 2.1 1,076 1.7 3,067 2.2

Ⅳ 営業外収益 ＊２  142 0.2 237 0.3 515 0.4

Ⅴ 営業外費用 ＊1,3  100 0.1 248 0.4 212 0.2

経常利益   1,432 2.2 1,064 1.6 3,370 2.4

Ⅵ 特別利益 ＊４  177 0.3 173 0.3 442 0.3

Ⅶ 特別損失 ＊５  100 0.2 ― ― 325 0.2

税引前中間（当期）
純利益 

  1,509 2.3 1,237 1.9 3,487 2.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 720 475 1,654

法人税等調整額  △15 704 1.1 106 581 0.9 △72 1,581 1.1

中間（当期）純利益   805 1.2 655 1.0 1,906 1.4
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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) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金

その他  

資本剰余金

資本剰余金

合計 別途積立金
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（百万円） 6,728 2,096 1 2,097 5,500 1,420 6,920 △28 15,718

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当（注）    △424 △424 △424

 別途積立金の積立（注）    550 △550 ― ―

 中間純利益    805 805 805

 自己株式の取得    △4 △4

 自己株式の処分   0 0 1 1

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）
― ― 0 0 550 △169 380 △3 377

平成18年９月30日残高（百万円） 6,728 2,096 1 2,098 6,050 1,251 7,301 △32 16,095

 

 
評価・換算差額等 

 その他有価証券  

評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 6,637 22,355 

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当（注） △424

 別途積立金の積立（注） ―

 中間純利益 805

 自己株式の取得 △4

 自己株式の処分 1

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
△1,472 △1,472

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円）
△1,472 △1,094

平成18年９月30日残高（百万円） 5,164 21,260

（注） 平成 18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金

その他  

資本剰余金

資本剰余金

合計 別途積立金
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19年３月31日残高（百万円） 6,728 2,096 1 2,098 6,050 2,352 8,402 △38 17,190

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当    △509 △509 △509

 別途積立金の積立    1,350 △1,350 ― ―

 中間純利益    655 655 655

 自己株式の取得    △9 △9

 自己株式の処分   0 0 0 1

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）
― ― 0 0 1,350 △1,203 146 △8 137

平成19年９月30日残高（百万円） 6,728 2,096 2 2,098 7,400 1,148 8,548 △47 17,327

 

 
評価・換算差額等 

 その他有価証券  

評価差額金 

純資産合計 

平成19年３月31日残高（百万円） 5,193 22,383 

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △509 

 別途積立金の積立 ―

 中間純利益 655

 自己株式の取得 △9

 自己株式の処分 1

株主資本以外の項目の中間 

   会計期間中の変動額(純額) 
△542 △542

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円）
△542 △405

平成19年９月30日残高（百万円） 4,650 21,978
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前事業年度(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 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金

その他  

資本剰余金

資本剰余金

合計 別途積立金
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（百万円） 6,728 2,096 1 2,097 5,500 1,420 6,920 △28 15,718

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当（注）    △424 △424 △424

 別途積立金の積立（注）    550 △550 ― ―

 当期純利益    1,906 1,906 1,906

 自己株式の取得    △11 △11

 自己株式の処分   0 0 1 1

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）
― ― 0 0 550 931 1,481 △9 1,472

平成19年３月31日残高（百万円） 6,728 2,096 1 2,098 6,050 2,352 8,402 △38 17,190

 
評価・換算差額等 

 その他有価証券  

評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 6,637 22,355 

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当（注）  △424 

 別途積立金の積立（注） ―

 当期純利益 1,906

 自己株式の取得 △11

 自己株式の処分 1

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額(純額) 
△1,443 △1,443

事業年度中の変動額合計 

（百万円）
△1,443 28

平成19年３月31日残高（百万円） 5,193 22,383

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

-49-



 
西華産業（株）（8061） 平成 20年３月期 中間決算短信 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
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) 

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) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

   売買目的有価証券 

    時価法(売却原価は移動平

均法によって算定しており

ます。) 

   子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法 

   その他有価証券 

・時価のあるものは中間期末

日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によっ

て算定しております。) 

   ・時価のないものは移動平均

法による原価法 

 (1) 有価証券 

   売買目的有価証券 

同 左 

 

 

   子会社株式及び関連会社株式

    同 左 

   その他有価証券 

           

 (1) 有価証券 

   売買目的有価証券 

同 左 

 

 

子会社株式及び関連会社株式

    同 左 

その他有価証券 

・時価のあるものは期末日の

市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法によって算

定しております。) 

・時価のないものは移動平均

法による原価法 

 (2) デリバティブ 

   時価法 

 

 (2) デリバティブ 

   同 左 

 (2) デリバティブ 

   同 左 

 (3) たな卸資産 

   先入先出法による原価法 

(3) たな卸資産 

   同 左 

(3) たな卸資産 

   同 左 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法。ただし、 

  イ 取得価額が10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産

については３年間で均等償

却を行っております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   同 左 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   同 左 

 

  ロ 賃貸用資産のうち、賃貸借

契約(賃貸料均等収入)に基

づくものおよび平成10年４

月１日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)につ

いては、定額法によってお

ります。 

  

  ハ リース資産については、リ

ース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法

によっております。 
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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) 

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) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 
 
 

────── 
 
 
 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産（賃貸用資

産の一部およびリース資産を除く）

について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しておりま

す。 

これにより、営業利益、経常利益、

および税引前中間純利益がそれぞれ

２百万円減少しております。 

 

（追加情報） 

 平成19年度の法人税法改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した事業

年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。 

 これにより、営業利益、経常利益、

および税引前中間純利益がそれぞれ

１百万円減少しております。 

 

 
────── 

 

 (2) 無形固定資産 

   定額法。ただし、自社利用の

ソフトウェアについては、社内

における利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっておりま

す。 

 (2) 無形固定資産 

   同 左 

 (2) 無形固定資産 

   同 左 

(3) 長期前払費用 

       定額法 

    

(3) 長期前払費用 

   同 左 

 
 

(3) 長期前払費用 

   同 左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失にそ

なえるため、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

て、回収不能見込額を計上して

おります。 

 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   同 左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   同 左 

 (2) 賞与引当金 

従業員賞与および取締役でな

い執行役員賞与の支給にそなえ

るため、支給見込額のうち当中

間会計期間負担額を計上してお

ります。 

 (2) 賞与引当金 

同 左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員賞与および取締役でな

い執行役員賞与の支給にそな

えるため、支給見込額のうち当

事業年度負担額を計上してお

ります。 
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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) 

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) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(3) 役員賞与引当金 

取締役賞与の支給にそなえる

ため、支給見込額のうち当中間

会計期間負担額を計上しており

ます。 

 

(3) 役員賞与引当金 

同 左 

(3) 役員賞与引当金 

取締役賞与の支給にそなえ

るため、支給見込額を計上して

おります。      

 

 (4) 退職給付引当金 

イ 従業員の退職給付にそなえる

ため、当事業年度末における

退職給付債務および年金資産

の見込額に基づき、当中間会

計期間末において発生してい

ると認められる額を計上して

おります。 

数理計算上の差異は翌事業年

度に一括費用処理することと

しております。 

ロ 取締役でない執行役員の退職

慰労金の支給にそなえるた

め、内規に基づき当中間会計

期間末において発生している

と認められる額を計上してお

ります。 

 (4) 退職給付引当金 

イ 同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ  同 左 

 (4) 退職給付引当金 

イ 従業員の退職給付にそなえる

ため、当事業年度末における

退職給付債務および年金資産

の見込額に基づいて計上して

おります。 

数理計算上の差異は翌事業年

度に一括費用処理することと

しております。 

 

 

ロ 取締役でない執行役員の退職

慰労金の支給にそなえるた

め、内規に基づく当事業年度

末要支給額を計上しておりま

す。 

 

  

 (5) 役員退職慰労引当金 

   取締役および監査役の退職慰

労金の支出にそなえるため、内

規に基づき当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   同 左 

 

 (5) 役員退職慰労引当金 

取締役および監査役の退職

慰労金の支出にそなえるため、

内規に基づく当事業年度末要

支給額を計上しております。 

(6) 訴訟関連損失引当金 

   係争中の訴訟に関連する損失

にそなえるため、その損失見込

額を計上しております。 

 

(6) 訴訟関連損失引当金 

   同 左 

(6) 訴訟関連損失引当金 

  同 左 

４ リース取引の処理方法 

  所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、貸手側、借

手側ともに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。 

 

４ リース取引の処理方法 

   同 左 

４ リース取引の処理方法 

   同 左 

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

５ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

   消費税等の会計処理 

   税抜処理によっております。 

   消費税等の会計処理 

   同 左 

   消費税等の会計処理 

   同 左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
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) 

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) 

前事業年度 
(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) 

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）および「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用して

おります。 

これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、純資産の部の合計と同額

であります。 

なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作

成しております。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

────── 

 

 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

当事業年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号 平成17年12月９

日）および「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しており

ます。 

これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、純資産の部の合計と

同額であります。 

なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成してお

ります。 
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表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

（中間貸借対照表関係） 

 前中間会計期間では関係会社出資金については、投

資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりまし

たが、「会社法の施行に伴う関連法律の整備等に関する

法律」(平成17年７月26日法律第87号)の施行に伴い、当

中間会計期間においては投資その他の資産の「投資有価

証券」に含めて表示しております。 

なお、前中間会計期間の投資その他の資産の「その他」

に含まれている関係会社出資金は214百万円、当中間会

計期間の投資その他の資産の「投資有価証券」に含まれ

ているその額は214百万円であります。 

 

 

 

 

 

 

────── 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

項目 
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

＊１ 有形固定資産の

減価償却累計額 3,197百万円    3,109百万円 3,045百万円

＊２ 債務の担保に供

している資産 

    定期預金 1百万円  1百万円 1百万円

    投資有価証券 1,932百万円    1,924百万円 2,022百万円

 
   上記担保に対応

する債務の科目
名称又は担保目
的とその金額 

    短期借入金 2,600百万円    2,600百万円 2,600百万円

    一年内返済

予定の長期

借入金 

― 1,000百万円 1,000百万円

    長期借入金 1,000百万円 ― ― 
    取引保証等の

代用 
支払保証等 

 ３ 保証債務    

   営業取引に対す

る保証 

子会社 

   西華貿易(深 )
有限公司 

15百万円  16百万円 16百万円

４ 貸出コミットメ
ント及び当座
貸越契約(借手
側) 

貸出コミット
メント総額 

4,000百万円    4,000百万円 4,000百万円

当座貸越極度
額 

1,100百万円    1,100百万円 1,100百万円

 ────── ────── ──────

合計 5,100百万円    5,100百万円 5,100百万円

借入実行残高 ―  ― ―

 ────── ────── ──────

差引額 5,100百万円    5,100百万円 5,100百万円

 ５ 受取手形（輸出

手形）割引高 
564百万円  903百万円 761百万円
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項目 

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

 
＊６ 期末日満期手形

の会計処理 
 
 
 
 
 
 

手形の決済処理は、手形交
換日に行っており、当中間
会計期間末日は金融機関が
休日のため、同日期日の下
記手形が当中間会計期間末
日残高に含まれておりま
す。 
 
受取手形   130百万円
支払手形  1,613百万円

 
手形の決済処理は、手形交
換日に行っており、当中間
会計期間末日は金融機関が
休日のため、同日期日の下
記手形が当中間会計期間末
日残高に含まれておりま
す。 
 
受取手形     98百万円
支払手形   1,255百万円
 

 
手形の決済処理は、手形交
換日に行っており、当事業
年度末日は金融機関が休日
のため、同日期日の下記手
形が当事業年度末日残高に
含まれております。 
 
 
受取手形     159百万円
支払手形   1,435百万円

＊７ 消費税等の取扱

い 

仮受消費税等から仮払消費

税等を差引き、残高を流動

負債の部「その他」に含め

て計上しております。 

仮払消費税等から仮受消費

税等を差引き、残高を流動

資産の部「その他」に含め

て計上しております。 

 

────── 
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(中間損益計算書関係) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

＊１ 固定資産の減価
償却実施額 

   有形固定資産 268百万円 217百万円 520百万円
   無形固定資産 7百万円 8百万円 16百万円

＊２ 営業外収益 
   のうち 

   受取利息 19百万円 30百万円 58百万円
   受取配当金 89百万円 133百万円 201百万円
   有価証券利息 0百万円 0百万円 0百万円

＊３ 営業外費用 
   のうち 

   支払利息 45百万円 58百万円 115百万円
   有価証券売却損 5百万円 131百万円 ―

＊４ 特別利益のうち 
   投資有価証券 

売却益    
訴訟関連損失引
当金戻入益 

177百万円

―

0百万円

172百万円

427百万円

―

＊５ 特別損失のうち 
   訴訟関連損失引

当金繰入損 
100百万円 ― 286百万円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

 

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） 

自己株式の種類および株式数に関する事項 

 前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株） 

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

 自己株式     
普通株式（注） 155,728 17,866 6,452 167,142 

合計 155,728 17,866 6,452 167,142 
 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加17,866株は単元未満株式の買取によるものであり、減少6,452株は 

単元未満株式の買増請求によるものであります。 

 

 
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） 

自己株式の種類および株式数に関する事項 

 前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株） 

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

 自己株式     

普通株式（注） 185,852 25,666 3,694 207,824 

合計 185,852 25,666 3,694 207,824 
 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加25,666株は単元未満株式の買取によるものであり、減少3,694株は 

単元未満株式の買増請求によるものであります。 

 
 
前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類および株式数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数（株） 

当事業年度 

増加株式数（株）

当事業年度 

減少株式数（株）

当事業年度末 

株式数（株） 

自己株式     

普通株式（注）      155,728       37,008       6,884      185,852

合計      155,728       37,008       6,884      185,852
 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加37,008株は単元未満株式の買取によるものであり、減少6,884株は 

単元未満株式の買増請求によるものであります。 
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(リース取引関係) 

 

項目 
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) 

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) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 所有権移転外    

  ファイナンス・リ

ース取引 

   (貸手側) 

(1) 固定資産に含まれてい

るリース物件の取得価

額、減価償却累計額及び

中間会計期末残高 

(1) 固定資産に含まれてい

るリース物件の取得価

額、減価償却累計額及び

中間会計期末残高 

(1) 固定資産に含まれてい

るリース物件の取得価

額、減価償却累計額及び

期末残高 

 

 

 

 

 

 器具・備品

取得価額 2,963百万円

減価償却 
累計額 

2,069百万円

中間期末残高 893百万円
 

 器具・備品

取得価額 2,743百万円

減価償却 
累計額 

2,059百万円

中間期末残高  684百万円
 

 器具・備品

取得価額 2,707百万円

減価償却 
累計額 

1,961百万円

期末残高 746百万円
 

 (2) 未経過リース料中間会

計期末残高相当額 

(2) 未経過リース料中間会

計期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残

高相当額 

 

 

 
 

一年内 361百万円

一年超 578百万円

合計 939百万円
 

一年内  309百万円

一年超  409百万円

合計  718百万円
 

一年内 322百万円

一年超 458百万円

合計 781百万円
 

 (3) 受取リース料、減価償

却費及び受取利息相当額

(3) 受取リース料、減価償

却費及び受取利息相当額

(3) 受取リース料、減価償

却費及び受取利息相当額

 

 

 

 

 受取リース料 240百万円

 減価償却費 210百万円

 受取利息 
 相当額 

19百万円
 

 受取リース料 242百万円

 減価償却費 164百万円

 受取利息 
 相当額 

17百万円
 

 受取リース料 457百万円

 減価償却費 402百万円

 受取利息 
 相当額 

35百万円
 

 (4) 利息相当額の算定方法

  利息相当額の各期への

配分方法は、利息法によ

っております。 

 

(4) 利息相当額の算定方法

  同左 

(4) 利息相当額の算定方法

  同左 
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項目 
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) 

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) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(借手側) (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間会計期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間会計期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び当期末残高相当額 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
取得 
価額 
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

中間期 
末残高 
相当額 

 （百万円） （百万円） （百万円）

車両 12 8 3

器具及
び備品

79 28 50

合計 91 36 54
 

 
取得 
価額 
相当額

減価償却
累計額
相当額

中間期
末残高
相当額

 （百万円） （百万円） （百万円）

車両 14 10 4 

器具及
び備品

84 32 52

合計 99 43 56
 

 
取得 
価額 
相当額

減価償却
累計額
相当額

当期末
残高
相当額

 （百万円） （百万円） （百万円）

車両 12 9 2

器具及
び備品

97 35 61

合計 109 45 63

 

 (2) 未経過リース料中間会計期

末残高相当額 

(2) 未経過リース料中間会計期

末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相

当額 

 

 

 
 

一年内 20百万円

一年超 34百万円

合計 55百万円
 

一年内  22百万円

一年超  35百万円

合計  58百万円
 

一年内 23百万円

一年超 41百万円

合計 65百万円
 

 (3) 支払リース料、減価償却費

相当額及び支払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費

相当額及び支払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費

相当額及び支払利息相当額 

 

 

 

 
 
 

 支払リース料 13百万円

 減価償却費 
 相当額 

11百万円

 支払利息 
 相当額 

1百万円
 

 支払リース料 14百万円

 減価償却費 
 相当額 

13百万円

 支払利息 
 相当額 

 1百万円
 

 支払リース料 27百万円

 減価償却費 
 相当額 

24百万円

 支払利息 
 相当額 

2百万円
 

 

 

 

 

 

 
 

(4) 減価償却費相当額の算定方

法 

  リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額

法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方

法 

同 左 

(4) 減価償却費相当額の算定方

法 

 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。 

(5) 利息相当額の算定方法 

  同 左 

(5) 利息相当額の算定方法 

  同 左 

 

 

 

 

所有権移転外ファイナンス・

リース取引（借手側）について

は、１件当たりリース料総額３

百万円未満のリース取引につい

ては省略して記載しておりま

す。 

 

同 左 同 左 
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項目 
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) 

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) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

２ オペ 

レ ー テ ィ

ング・リー

ス取引 

(借手側) 

未経過リース料 

一年内 3百万円

一年超 9百万円

合計 12百万円
 

未経過リース料 

一年内  3百万円

一年超  5百万円

合計 9百万円
 

未経過リース料 

一年内 3百万円

一年超 7百万円

合計 11百万円
 

 

 

 

 

 

 

オペレーティング・リース取

引（借手側）については、１件

当たりリース料総額３百万円未

満のリース取引については省略

して記載しております。 

同 左 同 左 
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(有価証券関係) 

 

前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても、子会社株式および関連会社株式で時価

のあるものはありません。 

 
(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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