
平成 20 年 3 月期 中間決算短信（非連結） 

平成 19 年 11 月 15 日 

上 場 会 社 名         ㈱宇野澤組鐵工所           上場取引所 東証二部 
コ ー ド 番 号           6396                         ＵＲＬ  http://www.unozawa.co.jp  
代  表  者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）宇野澤 虎雄 
問合せ先責任者 （役職名）取締役経理部長 （氏名）田村   博     ＴＥＬ ( 03 ) 3759－4191      
半期報告書提出予定日  平成 19 年 12 月 21 日     
  

（百万円未満切捨て） 
１．平成 19 年 9 月中間期の業績（平成 19 年 4月 1日～平成 19 年 9 月 30 日） 
(1)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 

2,344 △1.1 
2,369   13.5 

157 △29.4
222   158.0

142 △29.3 
201   213.3 

   3 △96.3
102    41.7

19 年 3 月期            4,756   －        455    －        412    －      184   － 
 

 
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 

0.34 
9.19 

－
－

19 年 3 月期      16.54 －
(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)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 

7,131 
6,943 

1,690
1,655

23.7 
23.8 

151.18
148.03

19 年 3 月期      7,166 1,794 25.0 160.46
(参考) 自己資本   19 年 9 月中間期 1,690 百万円  18 年 9 月中間期 1,655 百万円  19 年 3 月期 1,794 百万円 
 
(3)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 

32 
144 

△51
△124

△8 
321 

521
686

19 年 3 月期    458 △393 137 548
 
２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 中間期末  期末  年間 

 

19 年 3 月期 
 円 銭

0.00 
 円 銭

3.00
円 銭

 3.00

20 年 3 月期 0.00  

20 年 3 月期（予想）       3.00
3.00

 
３．平成 20 年 3 月期の業績予想（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 4,760  0.1 350  △23.2 310 △24.7 125 △32.4 11.18
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４．その他 
(1) 中間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、14 ページ「中間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。〕 
 
 
(2) 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 11,200,000 株 18 年 9月中間期 11,200,000 株 19 年 3月期 11,200,000 株 

②期末自己株式数          19 年 9月中間期     18,220 株 18 年 9月中間期     13,883 株 19年 3月期     16,745 株 

 (注) 1 株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、20 ページ「１株当たり情報」
をご覧ください。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因に

より予想数値と異なる可能性があります。 

 



㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成 20 年 3 月期中間決算短信(非連結) 

１． 経営成績  
（１）経営成績に関する分析  
 （当中間期の経営成績）  

当中間期におけるわが国経済は、原油価格、原材料価格の高騰や米国経済の

景気阻害要因など、先行きの経済に与える影響が懸念されました。  
しかしながら、好調な輸出産業に牽引され設備投資は若干力強さに欠けるも

のの緩やかに増加し、雇用環境等も改善傾向がみられ景気は緩やかな回復基調

が続きました。  
当社におきましては、原材料価格の高騰や購入部品の値上げを製品価格に転

嫁が困難な状況のなかで、一部では減速要因も見受けられ、景気の先行きに対

する不透明感が拭えない状況で推移いたしました。  
 このような情勢のもと、当中間期の売上高は製品売上 2,024 百万円（前年同

期比 1.5％減）、不動産事業による売上 320 百万円（同 1.6％増）、合計 2,344

百万円（同 1.1％減）となりました。 

損益面におきましては、コスト削減に努めてまいりましたが、営業利益 157

百万円（前年同期比 65 百万円減）、経常利益 142 百万円（同 59 百万円減）、中

間純利益 3 百万円（同 98 百万円減）の減収減益の結果となりました｡ 

次に製品部門別の状況を申し上げます。 

  真空ポンプ部門では、ドライ真空ポンプが、液晶表示装置製造用、シリコン

ウエハー製造用、化学工業、化学薬品に、水封式真空ポンプが医療設備向けな

どに出荷され、売上高は 1,040 百万円（前年同期比 0.4％増）となりました。 

  送風機・圧縮機部門では、ロータリブロワが電力、化学、ガス、飼料、製粉

などの諸工業向けに輸送用、送風用、水処理用として出荷され、売上高は 355

百万円（同 16.2％減）となりました。 

  部品および修理部門では、各種ポンプの部品供給や修理が主なものであり、

売上高は 484 百万円（同 1.3％増）となりました。 

  その他の部門では、真空式脱気装置や省力運搬装置ならびにオイルロータリ

ポンプなどを合わせまして、売上高は 144 百万円（同 24.9％増）となりました。 

  輸出関係につきましては、当中間期製品売上高に対し 15.6％の 316 百万円（同

21.4％減）となりました。ドライ真空ポンプがアメリカ、台湾、中国、マレー

シアに、送風機・圧縮機が韓国、インドネシア、中国等に出荷され、また、部

品の供給として中国、韓国、インドネシア、シンガポール等のアジア諸国をは

じめアメリカに出荷されました｡ 

不動産事業につきましては、貸ビル、貸駐車場の売上高で 320 百万円（前年

同期比 1.6％増）となりました｡ 
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(次期の見通し ) 
  今後のわが国の経済状況につきましては、金融市場の混乱や原油価格の高騰

に加え、食品や生活用品の相次ぐ値上げなど個人消費に与える影響は大きく、

今後の景況感に不透明感が漂い、経営環境は予断を許さない状況が続くものと

思われます。 

当社を取り巻く経営環境としましても、鋼材、非鉄金属の原材料価格の高止

まりや購入部品の市場価格の上昇もあり、引き続き厳しい情勢が続くものと思

われます。 

  当社といたしましては、生産効率と品質の向上、徹底したコストダウンに努

め、収益の確保を図ってまいります。 

販売部門におきましては、新規需要の開拓、顧客の要求に対する迅速な対応

を図る業務の改善、強みのある分野での企画力、提案力を向上させて、安定し

た受注量の確保に努めてまいります｡ 

また、部門間における情報伝達の迅速化を図り、リスク管理体制を強化し内

部統制システムを構築してまいります｡ 
通期におきましては、売上高は 4,760 百万円、経常利益は 310 百万円を予想

しており、当期純利益は 125 百万円計上の見込みでございます。 

 

（2）財政状態に関する分析  
当中間会計期間における総資産は工場増設等により前年同期比 2.7％伸び、

7,131 百万円となりました。有利子負債は前年同期比 5.1％減少し 2,890 百万円

となりました。純資産は利益剰余金の増加により前年同期比 2.1％増加し 1,690
百万円となり、自己資本比率は前年同期とほぼ同レベルの 23.7％となりました。

現金及び現金同等物 (以下｢資金｣という )は 521 百万円となり、前年同期比 165
百万円減少となりました。  

(単位 百万円 ) 
 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

平成 19 年 9 月期 ３２  △５１  △８  ５２１  

平成 18 年 9 月期 １４４  △１２４  ３２１  ６８６  

 
  (営業活動によるキャッシュ・フロー ) 
 営業活動による資金の増加は 32 百万円 (前年同期比 112 百万円減少 )にとどま

りました。これは主に､棚卸資産が 147 百万円増加 (前年同期比 205 百万円増加 )、
法人税支払が 117 百万円 (前年同期比 97 百万円増加 )あった一方で税引前中間純

利益が 92 百万円 (前年同期比 83 百万円減少 )、減価償却費が 90 百万円 (前年同

期比 9 百万円増加 )、役員退職慰労引当金が 89 百万円 (前年同期比 89 百万円増

加 )あったことによるものです。  
4 



㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成 20 年 3 月期中間決算短信(非連結) 

  (投資活動によるキャッシュ･フロー ) 
 投資活動による資金の減少は 51 百万円 (前年同期比 73 百万円増加 )となりま

した。これは主に､投資有価証券の売却による収入の 47 百万円 (前年同期比 47
百万円増加 )及び固定資産の取得による支出が 89 百万円 (前年同期比 44 百万円

減少 )となったことによるものです。  
 
  (財務活動によるキャッシュ・フロー ) 
 財務活動による資金の減少は 8 百万円 (前年同期比 329 百万円減少 )となりま

した。前年同期比が大きく減少したのは同期に設備資金として 3 億円を調達し

たためです。  
 
(３ ) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当  

当社の配当政策の基本的な考え方は、収益状況に対応して、株主の皆様各位

への配当を実施するとともに、今後の企業体質の強化ならびに安定的な利益確

保のための内部留保を充実することとしております。  
 当中間期の配当につきましては、平成 19 年 9 月 14 日の取締役会において、

諸般の事情から実施を見送らせていただきましたが、期末配当金につきまして

は 1 株当たり 3 円を予定いたしております。  
 
(４ ) 事業等のリスク  
 投資者の判断に重要な影響をおよぼす可能性のある事項には、以下のような

ものがあります｡ 
   なお、将来に関する事項に関しましては、当中間会計期間末現在において判

断したものであります｡ 
  ①液晶表示装置製造用、シリコンウエハー製造用向け真空ポンプへの依存度

拡大  
    液晶表示装置製造用、シリコンウエハー製造用向け真空ポンプの拡大が続

き、製造部門売上に占める割合は 20％を超え、今後更に増加するものと予

想されます｡ 
    将来の成長はこの分野に依存するところが大きいと思われますが、業界の

需要動向に左右される可能性があります。  
    ②原材料価格高止り  

  当社製品の主材料である鋼鉄、鋳造品の市場価格が高止りする一方で、当

社は更なるコスト削減に取組みますが、原材料価格の高騰は業績に悪影響

を及ぼす可能性があります｡ 
 ③有利子負債残高圧縮  

   毎年減ってきているとはいえ、製品事業部門の年商に近い有利子負債残高

を抱えており、金利上昇時に備え更なる圧縮が課題であります｡ 
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④品質  
  当社製品は、品質保証体制（ISO9001）によって、提供しておりますが、

予期せぬ不具合の発生により、業績に悪影響を及ぼす可能性があります｡ 
 
 

２．企業集団の状況  
 最近の有価証券報告書（平成 19 年 6 月 28 日提出）における【事業の内容】

および【関係会社の状況】から重要な変更はないため開示を省略しております。  
 
３．経営方針  
（１）会社経営の基本方針  

  平成 19 年 3 月期決算短信（平成 19 年 5 月 18 日開示）により開示を行った

内容から重要な変更がないため開示を省略しております。  
  当該決算短信は、次の URL からご覧いただくことができます。  
  （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））  

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
 
（２）会社の対処すべき課題  

  当社の対処すべき課題としましては、製造部門の収益力の強化ならびに生産

管理システム運用強化を図ることを重要な課題と位置付け、次の項目を推進し

てまいります｡ 
 ①真空ポンプ需要増の対応強化  

   引き続き､液晶製造装置用ならびにシリコンウエハー製造用などの真空ポ

ンプは更なる需要が見込まれております｡ 
生産量の増強と生産性向上のため､積極的に新規生産設備投資を推進する

とともに、製造現場の従業員の補充ならびに適正な配置転換を行い需要の

増加に取り組んでまいります｡ 
  ②原材料価格高止り  

  鋼材ならびに非鉄金属の高止りが続いております｡販売価格への転嫁は困

難な状況のなかで、対応策として、引き続き設計変更などによる合理化の

推進、部品の共通化の推進などによるコスト削減により吸収してまいりま

す｡ 
 ③有利子負債残高圧縮  

   有利子負債残高に関しましては、引き続き圧縮を進めてまいります｡ 
 ④平成 20 年度から実施される、財務報告に係る内部統制システムの構築を

推進してまいります。現在は当社の内部統制環境調査を終え随時進行して

おります。  
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4.中間財務諸表

（単位：千円）

区分
注記
番号

 構成比
(%)

 構成比
(%)

 構成比
(%)

（資産の部）

　Ⅰ流動資産

　　１現金及び預金         686,148         521,330         548,221

　　２受取手形 *3         917,475         817,033         848,670

　　３売掛金         986,485       1,090,424       1,085,025

　　４たな卸資産       1,101,191       1,305,198       1,163,226

　　５未収入金          40,168           4,696          40,232

　　６その他          82,067          80,679          65,588

　　７貸倒引当金    △    20,530    △       383    △    28,003

　流動資産合計       3,793,007 54.6       3,818,979 53.5       3,722,960 51.9

　Ⅱ固定資産

　　１有形固定資産 *1,2

    (1)建物       1,242,151       1,545,156       1,527,385

　　(2)機械及び装置         109,785         119,487         122,107

　　(3)土地         616,045         616,045         616,045

    (4)建設仮勘定          92,400         ----         ----

    (5)その他          93,927          71,989          88,994

計       2,154,309       2,352,679       2,354,532

　　２無形固定資産          23,066          17,017          20,069

　　３投資その他の資産

    (1)投資有価証券         611,828         577,597         707,636

　　(2)長期延滞債権         290,530         319,784         288,123

　　(3)その他         363,541         357,138         363,285

　　(4)貸倒引当金    △   293,105    △   311,321    △   289,977

計         972,795         943,199       1,069,067

　固定資産合計       3,150,171 45.4       3,312,896 46.5       3,443,669 48.1

    資産合計       6,943,179 100.0       7,131,876 100.0       7,166,630 100.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期中間決算短信(非連結)
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(1) 中 間 貸 借 対 照 表

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表

金額

 （平成18年9月30日現在）  （平成19年9月30日現在）  （平成19年3月31日現在）

金額 金額



（単位：千円）

区分
注記
番号

 構成比
(%)

 構成比
(%)

 構成比
(%)

（負債の部）

  Ⅰ流動負債

    １支払手形 *3         875,236       1,002,561         962,514

    ２買掛金         219,339         205,205         246,081

    ３短期借入金 *2         880,492         892,326         789,404

     ４一年以内償還予定の社債         185,000         185,000         205,000

    ５未払法人税等          76,366          90,277         117,045

    ６賞与引当金          79,344          84,186          79,289

    ７その他 *4         238,098         318,260         324,088

  流動負債合計       2,553,877 36.8       2,777,816 38.9       2,723,422 38.0

  Ⅱ固定負債

    １社債         587,500         492,500         575,000

    ２長期借入金 *2       1,393,095       1,320,783       1,294,718

    ３役員退職慰労引当金         ----          89,160    ----

    ４退職給付引当金         234,098         251,307         237,695

    ５預り保証金         328,974         344,996         328,850

    ６繰延税金負債         189,753         164,844         212,452

  固定負債合計       2,733,421 39.4       2,663,591 37.4       2,648,716 37.0

    負債合計       5,287,299 76.2       5,441,407 76.3       5,372,139 75.0

（純資産の部）

  Ⅰ株主資本

  　１資本金         785,000 11.3         785,000 11.0         785,000 11.0

　　２資本剰余金

　  (1)資本準備金         303,930         303,930         303,930

　　資本剰余金合計         303,930 4.4         303,930 4.3         303,930 4.2

  　３利益剰余金

    (1)その他利益剰余金

  　　   繰越利益剰余金         278,486         330,956         360,725

  　利益剰余金合計         278,486 4.0         330,956 4.6         360,725 5.0

  　４自己株式    △     4,020 △0.1    △     6,036 △0.1    △     5,078 △0.1

  　株主資本合計       1,363,397 19.6       1,413,851 19.8       1,444,577 20.1

  Ⅱ評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金         292,482         276,616         349,913

  評価・換算差額等合計         292,482 4.2         276,616 3.9         349,913 4.9

　　純資産合計       1,655,879 23.8       1,690,468 23.7       1,794,491 25.0

    負債純資産合計       6,943,179 100.0       7,131,876 100.0       7,166,630 100.0
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金額 金額 金額

 （平成18年9月30日現在）  （平成19年9月30日現在）  （平成19年3月31日現在）

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表



（2）　中 間 損 益 計 算 書
（単位：千円）

区分
注記
番号

 百分比
(%)

 百分比
(%)

 百分比
(%)

  Ⅰ売上高       2,369,681 100.0       2,344,744 100.0       4,756,947 100

  Ⅱ売上原価       1,891,459 79.8       1,917,318 81.8       3,773,970 79.3

　　  売上総利益         478,221 20.2         427,426 18.2         982,977 20.7

   Ⅲ販売費及び一般管理費         255,372 10.8         269,999 11.5         527,483 11.1

      営業利益         222,848 9.4         157,426 6.7         455,494 9.6

  Ⅳ営業外収益 *1          11,697 0.5          15,213 0.6          20,321 0.4

  Ⅴ営業外費用 *2          32,628 1.4          29,884 1.3          63,276 1.3

      経常利益         201,918 8.5         142,754 6.0         412,539 8.7

  Ⅵ特別利益 *3          12,190 0.5          47,427 2.1           8,260 0.2

  Ⅶ特別損失 *4          38,755 1.6          97,478 4.1          98,422 2.1

     税引前中間(当期)純利益         175,353 7.4          92,704 4.0         322,377 6.8

     法人税、住民税及び事業税          72,596          90,821         164,332

     法人税等調整額            ----          72,596 3.1    △     1,897          88,923 3.8    △    26,951         137,381 2.9

    中間(当期)純利益         102,757 4.3           3,780 0.2         184,995 3.9
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(自　平成18年4月 1日

  至　平成19年3月31日)

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度の要約損益計算書

金額 金額 金額

(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)



（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）

(単位千円)

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他利益剰余金
(繰越利益剰余金)

平成18年3月31日残高 785,000 303,930 209,289 △ 3,752 1,294,467

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当（注） △ 33,559 △ 33,559

　中間純利益 102,757 102,757

　自己株式の取得 △ 268 △ 268
  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 69,197 △ 268 68,929

平成18年9月30日残高 785,000 303,930 278,486 △ 4,020 1,363,397

平成18年3月31日残高 307,199 1,601,667

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当（注） △ 33,559

　中間純利益 102,757

　自己株式の取得 △ 268
  株主資本以外の項目の中間
  会計期間中の変動額（純額） △ 14,716 △ 14,716

中間会計期間中の変動額合計 △ 14,716 54,212

平成18年9月30日残高 292,482 1,655,879

（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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項目

項目
資本金 自己株式 株主資本合計

株主資本

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金
純資産合計



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）

(単位千円)

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他利益剰余金
(繰越利益剰余金)

平成19年3月31日残高 785,000 303,930 360,725 △ 5,078 1,444,577

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △ 33,549 △ 33,549

　中間純利益 3,780 3,780

　自己株式の取得 △ 957 △ 957
  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 △ 29,769 △ 957 △ 30,726

平成19年9月30日残高 785,000 303,930 330,956 △ 6,036 1,413,851

平成19年3月31日残高 349,913 1,794,491

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △ 33,549

　中間純利益 3,780

　自己株式の取得 △ 957
  株主資本以外の項目の中間
  会計期間中の変動額（純額） △ 73,297 △ 73,297

中間会計期間中の変動額合計 △ 73,297 △ 104,023

平成19年9月30日残高 276,616 1,690,468
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項目

株主資本

資本金 自己株式 株主資本合計

項目
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金



前事業年度 （自　平成１８年４月１日　至　平成１９年３月３１日）

(単位千円)

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他利益剰余金
(繰越利益剰余金)

平成18年3月31日残高 785,000 303,930 209,289 △ 3,752 1,294,467

事業年度中の変動額

　剰余金の配当（注） △ 33,559 △ 33,559

　当期純利益 184,995 184,995

　自己株式の取得 △ 1,326 △ 1,326

  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 151,436 △ 1,326 150,109

平成19年3月31日残高 785,000 303,930 360,725 △ 5,078 1,444,577

平成18年3月31日残高 307,199 1,601,667

事業年度中の変動額

　剰余金の配当（注） △ 33,559

　当期純利益 184,995

　自己株式の取得 △ 1,326

  株主資本以外の項目の事業

  年度中の変動額（純額） 42,714 42,714

事業年度中の変動額合計 42,714 192,824

平成19年3月31日残高 349,913 1,794,491

（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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項目

株主資本

資本金 自己株式 株主資本合計

項目
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金



（4）中間ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛ-計算書
　

　　(自　平成18年4月 1日

　　 至　平成19年3月31日)
注記番号

Ⅰ.　営業活動によるキャﾂシュ・フロー

　 　1.   税引前中間（当期）純利益 175,353 92,704 322,377

　 　2.   減価償却費 81,494 90,032 179,111

　 　3.   貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 12,190 △ 6,275 △ 7,844

　　 4.   賞与引当金の増減額(減少：△） 11,352 4,896 11,296

　 　5.   退職給付引当金の増減額（減少：△） 28,753 13,612 32,351

　 　6.   役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） － 89,160 －

 　　7.   受取利息及び受取配当金 △ 5,079 △ 6,340 △ 7,367

　 　8.   支払利息 21,858 21,642 43,847

  　 9.   固定資産除却損 4,129 8,858 31,968

  　10.   固定資産売却損 － － 1,893

  　11.   固定資産売却益 － △ 74 －

　  12.   投資有価証券売却損 － 35

　  13.   投資有価証券売却益 － △ 41,077 △ 415

    14.   売上債権の増減額（増加：△） △ 259,265 26,237 △ 289,000

 　 15.   たな卸資産の増減額（増加：△） 58,544 △ 147,164 △ 3,490

  　16.   その他資産の増減額（増加：△） △ 21,819 25,222 4,683

    17.   仕入債務の増減額（減少：△） 102,492 △ 829 216,512

  　18.   その他負債の増減額（減少：△） △ 5,685 △ 4,650 30,141

　　　　　　　　小　　　計 179,938 165,955 566,100

    19.   利息及び配当金の受取額 5,079 6,340 7,367

　  20.   利息の支払額 △ 20,454 △ 22,222 △ 42,953

  　21.   法人税等の支払額 △ 20,507 △ 117,427 △ 72,281

　　　営業活動によるキャﾂシュ・フロー 144,055 32,645 458,233

Ⅱ.　投資活動によるキャﾂシュ・フロー

　   1. 　有形固定資産の取得による支出 △ 133,404 △ 89,729 △ 408,562

　   2. 　有形固定資産の売却よる収入 400 730 2,578

 　　3. 　無形固定資産の取得による支出 － － －

 　  4. 　投資有価証券の取得による支出 － － －

 　  5. 　投資有価証券の売却による収入 － 47,512 1,421

　   6. 　貸付金による支出 △ 7,000 － △ 7,000

　   7. 　貸付金の回収による収入 4,312 4,462 11,710

　　 8．　預り保証金による収入 17,510 16,145 17,385

　　 9．　その他 △ 6,338 △ 30,637 △ 10,630

　　　投資活動によるキャﾂシュ・フロー △ 124,520 △ 51,516 △ 393,095

Ⅲ.　財務活動によるキャﾂシュ・フロー

　 　1. 　短期借入金の純増減額（減少：△） 13,200 78,000 △ 58,800

　 　2.　 長期借入れによる収入 430,000 325,000 600,000

　 　3. 　長期借入金の返済による支出 △ 326,321 △ 274,013 △ 613,786

 　　4. 　社債の発行による収入 300,000 － 400,000

 　　5. 　社債の償還による支出 △ 62,500 △ 102,500 △ 155,000

　   6. 　自己株式の取得による支出 △ 268 △ 957 △ 1,326

　   7. 　配当金の支払額 △ 33,052 △ 33,549 △ 33,559

　　　財務活動によるキャﾂシュ・フロー 321,058 △ 8,019 137,527

Ⅳ.　現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ.　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 340,593 △ 26,891 202,665

Ⅵ.　現金及び現金同等物期首残高 345,555 548,221 345,555

Ⅶ.　現金及び現金同等物中間期末（期末）残高 686,148 521,330 548,221

(自　平成18年4月 1日

  至　平成18年9月30日)
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区分

  至　平成19年9月30日)

金額(千円）

当中間会計期間 前事業年度の要約ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書

(自　平成19年4月 1日

金額（千円）金額(千円）

前中間会計期間



（5）中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（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）

１　資産の評価基準及び評価 (１)有価証券　 (１)有価証券　 (１)有価証券　

　　方法 ①その他有価証券　 ①その他有価証券　 ①その他有価証券　

時価のあるもの　中間会計期間末日の 時価のあるもの　同左 時価のあるもの　期末日の市場価格等

　　　　　　　　市場価格等に基づく 　　　　　　　　に基づく時価法（評

　　　　　　　　時価法（評価差額は 　　　　　　　　価差額は全部純資産

　　　　　　　　全部純資産直入法に 　　　　　　　　直入法により、売却

　　　　　　　　より、売却原価は移 　　　　　　　　原価は移動平均法に

　　　　　　　　動平均法により算定 　　　　　　　　より算定しておりま

　　　　　　　　しております。) 　　　　　　　　す。)

時価のないもの　移動平均法による原 時価のないもの　同左 時価のないもの　同左

　　　　　　　　価法を採用しており 　　　　　　　　

　　　　　　　　ます。 　　　　　　　

(２)たな卸資産 (２)たな卸資産 (２)たな卸資産

①仕掛品　　　　個別法による原価法 ①仕掛品　　　　同左 ①仕掛品　　　　同左

　　　　　　　　を採用しております。

②原材料、貯蔵品　移動平均法による原 ②原材料、貯蔵品　同左 ②原材料、貯蔵品　同左

　　　　　　　　　価法を採用しており

　　　　　　　　　ます。

(３)デリバティブ (３)デリバティブ (３)デリバティブ

　　　　　　　　時価法 　　　　　　　　同左 　　　　　　　　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　 (１)有形固定資産　　定率法　 (１)有形固定資産　　定率法　
　　ただし、建物（附属設備を除く）に 　　ただし、建物（附属設備を除く）に 　　ただし、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。 　　ついては定額法によっております。 　　ついては定額法によっております。

　　なお、主な耐用年数は以下の通りで 　　なお、主な耐用年数は以下の通りで 　　なお、主な耐用年数は以下の通りで

　　あります。 　　あります。 　　あります。

　建物　　　　　　３年～５０年 　建物　　　　　　３年～５０年 　建物　　　　　　３年～５０年

　機械及び装置　　４年～１２年 　機械及び装置　　４年～１２年 　機械及び装置　　４年～１２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（法人税法施工令の一部を

改正する政令平成19年3月30日 政令第8

3号））に伴い、当中間会計期間から､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減価償

却の方法に変更しております。これに伴

い、前中間会計期間と同一の方法によっ

た場合と比べ、売上総利益が613千円、

営業利益が826千円、経常利益が826千円

、税引前中間純利益が826千円、中間純

利益が468千円それぞれ減少しておりま

す。

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、当中間会計期

間から、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。当該変更

に伴う損益に与える影響は、売上総利益

が3,210千円､営業利益が4,281千円、経

常利益が4,281千円、税引前中間純利益

が4,281千円、中間純利益が2,518千円そ

れぞれ減少しております。

(２)無形固定資産　　定額法 (２)無形固定資産　　同左 (２)無形固定資産　　同左

　なお、自社利用のソフトウェアについ

　ては、社内における利用期間（５年）

　に基づいております。

項目
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
（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）

３　引当金の計上基準 (１)貸倒引当金 (１)貸倒引当金　　同左 (１)貸倒引当金　　同左

　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に

  備えるため、一般債権については貸

　倒実績率により、貸倒懸念債権等特

　定の債権については個別に回収可能

　性を検討し、回収不能見込額を計上

　しております。

(２)賞与引当金 (２)賞与引当金　　同左 (２)賞与引当金

　　従業員に対して支給する賞与にあ 　　従業員に対して支給する賞与にあ

　てるため会社が算定した当中間会計 　てるため会社が算定した当期に負担

　期間に負担すべき支給見込額を計上 　すべき支給見込額を計上しておりま

　しております。 　す。

(３)退職給付引当金 (３)退職給付引当金　同左 (３)退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、 　　従業員の退職給付に備えるため、

　当事業年度末における退職給付債務 　当事業年度末における退職給付債務

　の見込額に基づき、当中間会計期間 　の見込額に基づき、当期末において

　末において発生していると認められ 　発生していると認められる額を計上

　る額を計上しております。 　しております。

　　なお、会計基準変更時差異 　　なお、会計基準変更時差異

　(231,596千円) については、15年 　(231,596千円) については、15年

　による按分額を費用処理しておりま 　による按分額を費用処理しておりま

　す。 　す。

(４)役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に充てるため､

内規に基づく中間会計期間末要支給額

を計上しております。

（会計方針の変更）

役員退職慰労引当金は､従来､支出時の費

用として処理しておりましたが、当中間

会計期間より「租税特別措置法上の準備

金及び特別法上の引当金又は準備金並び

に役員退職慰労引当金等に関する監査上

の取扱い」（日本公認会計士協会 平成1

9年4月13日監査・保証実務委員会報告第

42号）を適用し、中間会計期間末要支給

額を役員退職慰労引当金として計上する

方法に変更しております。この変更によ

り、従来の方法によった場合と比べ､営

業利益が4,500千円、経常利益が4,500千

円,税引前中間純利益が89,160千円､中間

純利益が52,870千円減少しております。

４　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転す 同左 同左

　ると認められるもの以外のファイナ

　ンス・リース取引については、通常

　の賃貸借取引に係る方法に準じた会

　計処理によっております。

５　ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法 同左 ①　ヘッジ会計の方法

　　金利スワップについては、特例処 　　金利スワップについては、特例処

　　理の要件を満たしているので、特 　　理の要件を満たしているので、特

　　例処理を採用しております。 　　例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　(ヘッジ手段)  (ヘッジ対象) 　　(ヘッジ手段)  (ヘッジ対象)

　　金利スワップ　長期借入金利息 　　金利スワップ　長期借入金利息

③　ヘッジ方針 ③　ヘッジ方針

　　借入金の金利変動リスクを回避す 　　借入金の金利変動リスクを回避す

　　る目的で金利スワップ取引を行っ 　　る目的で金利スワップ取引を行っ

　　ており、ヘッジ対象の識別は個別 　　ており、ヘッジ対象の識別は個別

　　契約ごとに行っております。 　　契約ごとに行っております。

④　ヘッジの有効性評価の方法 ④　ヘッジの有効性評価の方法

　　金利スワップの特例処理の要件を 　　金利スワップの特例処理の要件を

　　満たしているので、中間決算日に 　　満たしているので、決算日におけ

　　おける有効性の評価を省略してお 　　る有効性の評価を省略しておりま
　　ります。 　　す。

６　キャッシュ・フロー計算 　　キャッシュ・フロー計算書におけ 同左 同左
　　書における資金の範囲 　　る資金（現金及び現金同等物）は、

　　手許現金、随時引き出し可能な預
　　金及び容易に換金可能であり、か
　　つ、価値の変動について僅少なリ
　　スクしか負わない取得日から３ヶ
　　月以内に償還期限の到来する短期
　　投資からなっております。

７　その他財務諸表作成のた 　消費税等の会計処理 同左 同左
　　めの基本となる重要な事 　　消費税及び地方消費税の会計処理
　　項 　は税抜方式を採用しております。
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（6）中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更
前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（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）

　(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 　(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 　当事業年度から、「貸借対照表の純資産の部の表 
の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号平 示に関する会計基準」（企業会計基準第５号平成17
成1７年1２月９日）及び「貸借対照表の純資産の部 年1２月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示
の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計 関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用
基準適用指針第８号平成17年１２月９日）を適用し 適用指針第８号平成17年１２月９日）を適用してお
ております。これまでの「資本の部」の合計に相当 ります。　　これまでの「資本の部」の合計に相当
する金額は1,655,879千円であります。なお、当中 する金額は1,794,491千円であります。なお、当事
間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部に　 業年度における貸借対照表の純資産の部については、
ついては、中間財務諸表等規則の改正に伴い、改正 財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表　
後の中間財務諸表等規則により作成しております。 等規則により作成しております。　　　

　　　

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期中間決算短信(非連結)
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（7）注記事項

（中間貸借対照表関係）

　　※１　有形固定資産減価償却累計額 　　※１　有形固定資産減価償却累計額 　　※１　有形固定資産減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   2,766,000千円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   2,715,582千円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   2,704,596千円

　　※２　有形固定資産の内下記資産は工場財団として短期 　　※２　有形固定資産の内下記資産は工場財団として短期 　　※２　有形固定資産の内下記資産は工場財団として短期

　　　　　借入金332,000千円 、１年以内に返済する長期借 　　　　　借入金338,000千円 、１年以内に返済する長期借 　　　　　借入金260,000千円 、１年以内に返済する長期借

　　　　　入金548,492千円 、長期借入金 1,393,095千円及 　　　　　入金554,326千円 、長期借入金 1,320,783千円及 　　　　　入金529,404千円 、長期借入金 1,294,718千円及

　　　　　び被保証債務800,800千円の担保に供しておりま 　　　　　び被保証債務698,231千円の担保に供しておりま 　　　　　び被保証債務794,733千円の担保に供しておりま

　　　　　す。 　　　　　す。 　　　　　す。

　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　30,461千円 　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　29,135千円 　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　31,139千円

　　　　　　機械及び装置　 　　　　　　　　　7,520千円 　　　　　　機械及び装置　 　　　　　　　　　6,686千円 　　　　　　機械及び装置　 　　　　　　　　　7,415千円

　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　    52千円 　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　    52千円 　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　    52千円

　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　38,033千円 　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　35,873千円 　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　38,606千円

　　※３　中間会計期間末日満期手形の会計処理については、 　　※３　中間会計期間末日満期手形の会計処理については、 　　※３　期末日満期手形の会計処理については、手形交

　　　　 手形交換日をもって決済処理をしております。 　　　　 手形交換日をもって決済処理をしております。 　　　　 換日をもって決済処理をしております。

　　　　 なお、当中間会計期間末日は、金融機関の休日で 　　　　 なお、当中間会計期間末日は、金融機関の休日で 　　　　 なお、当期末日は、金融機関の休日であった

　　　　 あったため、次の満期手形が期末残高に含まれて 　　　　 あったため、次の満期手形が期末残高に含まれて 　　　　 ため、次の満期手形が期末残高に含まれてお

　　　　 おります。 　　　　 おります。 　　　　 ります。

　　　　 　受取手形　108,676千円 　　　　 　受取手形　 98,242千円 　　　　 　受取手形　102,810千円

　　　　 　支払手形　140,878千円 　　　　 　支払手形　156,222千円 　　　　 　支払手形　164,287千円

　　※４　消費税の取扱い 　　※４ 同左 　　※４

　　　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流

　　　　　動負債その他に含めて表示しております。

（中間損益計算書関係）

　　※１  営業外収益の主要項目 　　※１  営業外収益の主要項目 　　※１  営業外収益の主要項目

　　　　　受取利息　　　　　　　　　　　　   929千円 　　　　　受取利息　　　　　　　　　　　　 1,130千円 　　　　　受取利息　　　　　　　　　　　　 2,026千円

　　　　　受取配当金　　　　　　　　　　　 4,149千円 　　　　　受取配当金　　　　　　　　　　　 5,209千円 　　　　　受取配当金　　　　　　　　　　　 5,341千円

　　※２  営業外費用の主要項目 　　※２  営業外費用の主要項目 　　※２  営業外費用の主要項目

　　　　　支払利息　　　　　　　　　　　　21,858千円 　　　　　支払利息　　　　　　　　　　　　21,642千円 　　　　　支払利息　　　　　　　　　　　　43,847千円

　　※３  　　※３  特別利益の主要項目 　　※３  

　　　　　投資有価証券売却益　　　　　　　41,077千円

　　※４  　　※４  特別損失の主要項目 　　※４  

　　　　　役員退職慰労引当金繰入額　　　　88,620千円 　　　

　　  ５  減価償却実施額 　　  ５  減価償却実施額 　　  ５  減価償却実施額

　　　　　　有形固定資産　　　　　　　    77,411千円 　　　　　　有形固定資産　　　　　　　    86,318千円 　　　　　　有形固定資産　　　　　　　   170,939千円

　　　　　　無形固定資産　　　　　　　     2,997千円 　　　　　　無形固定資産　　　　　　　     2,990千円 　　　　　　無形固定資産　　　　　　　     5,994千円

　　  ６  法人税等の表示方法       ６       ６

　　　　 当中間会計期間における税金費用については、簡

　　　　 便法により計算しているため、法人税等調整額は

　　　　 「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示して

　　　　 おります。

      （追加情報）

        中間会計期間における税金費用については、従来簡便法

　　　　により計算しておりましたが、財政及び経営の状況に

　　　　ついて適性な判断を行うため、当中間会計期間より原

　　　　則法に変更しております。なお、当該変更に伴う損益

　　　　に与える影響額は、中間純利益が53,531千円減少して

　　　　おります。
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17

前中間会計期間 当中間会計期間

(自　平成１８年４月　１日

  至　平成１８年９月３０日)

(自　平成１９年４月　１日

  至　平成１９年９月３０日)

当中間会計期間末

(平成１９年９月３０日)

前中間会計期間末

(平成１８年９月３０日)

前事業年度末

(平成１９年３月３１日)

前事業年度

(自　平成１８年４月　１日

  至　平成１９年３月３１日)



（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)

１　発行済株式に関する事項

増加 減少

－ －

２　自己株式に関する事項

増加 減少

0 －

３　配当に関する事項

    配当金支払額

効力発生日

平成18年6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)

１　発行済株式に関する事項

増加 減少

－ －

２　自己株式に関する事項

増加 減少

1 －

増加数1千株は単元未満株式の買取りによるものであります。

３　配当に関する事項

    配当金支払額

効力発生日

平成19年6月29日

前事業年度会計期間(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

増加 減少

－ －

２　自己株式に関する事項

増加 減少

3 －

増加数3千株は単元未満株式の買取りによるものであります。

３　配当に関する事項

    (１)配当金支払額

効力発生日

平成18年6月30日

    (２)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

効力発生日

平成19年6月29日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

　　（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲 　　（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲 　　（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲
　　　　　記されている科目の金額との関係 　　　　　記されている科目の金額との関係 　　　　　記されている科目の金額との関係

　　　　　　現金及び預金勘定　　　　　    686,148千円 　　　　　現金及び預金勘定　　　　　    521,330千円 　　　　　現金及び預金勘定　　　　　　　　　548,221千円
　　　　　　現金及び現金同等物　　　　　　686,148千円 　　　　　現金及び現金同等物　　　　　　521,330千円 　　　　　現金及び現金同等物　　　　　　　　548,221千円
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配当の原資

利益剰余金

基準日
平成19年6月28
日定時株主総会

普通株式
33､549 3 平成19年3月31日

決議 株式の種類 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円)

基準日
平成18年6月29
日定時株主総会

普通株式
33,559 3 平成18年3月31日

決議 株式の種類 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円)

株式の種類 前事業年度末 当会計期間末

普通株式(千株) 13 16

株式の種類 前事業年度末 当会計期間末

普通株式(千株) 11,200 11,200

基準日
平成19年6月28
日定時株主総会

普通株式
33,549 3 平成19年3月31日

決議 株式の種類 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円)

株式の種類 前事業年度末 当中間会計期間末

普通株式(千株) 16 18

株式の種類 前事業年度末 当中間会計期間末

普通株式(千株) 11,200 11,200

基準日

平成18年3月31日

普通株式(千株) 13 13

平成18年6月29
日定時株主総会

決議 株式の種類

普通株式

配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円)

33,559

11,200 11,200

3

株式の種類 前事業年度末 当中間会計期間末

前事業年度末 当中間会計期間末

普通株式(千株)

株式の種類

（平成１９年９月３０日）

前中間会計期間 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)

（平成１８年９月３０日）

(自　平成１８年４月　１日

  至　平成１８年９月３０日)

（平成１９年３月３１日）

前事業年度
(自　平成１８年４月　１日

  至　平成１９年３月３１日)



（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの  (単位：千円)

その他有価証券
118,103 611,328 493,225 110,626 577,097 466,470 117,062 707,136 590,074
118,103 611,328 493,225 110,626 577,097 466,470 117,062 707,136 590,074

前中間会計期間末（平成18年9月30日）
　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

当中間会計期間末（平成19年9月30日）
　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

前事業年度末（平成19年3月31日）
　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

２．時価評価されていない有価証券  (単位：千円)
前中間会計期間末当中間会計期間末 前事業年度末
(平成18年9月30日現在)(平成19年9月30日現在)(平成19年3月31日現在)

 その他有価証券  中間貸借対照表計上 中間貸借対照表計上 貸借対照表計上額

非上場株式      　　 　500      　　 　500      　　 　500

（開示の省略）

リース取引、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ます。
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差　　額中間貸借対照表計上額 差　　額 　 取得原価 貸借対照表計上額　 取得原価

区　　　分

区　　　分

前  中  間  会  計  期  間  末

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期中間決算短信(非連結)

前　事　業　年　度　末
（平成１９年３月３１日現在）

当  中  間  会  計  期  間  末

合　　　計
　株　　　式

中間貸借対照表計上額

（平成１９年９月３０日現在）

　 取得原価差　　額

（平成１８年９月３０日現在）



（１株当たり情報）

(注)　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

（算定上の基礎）

２．１株当たり中間（当期）純利益

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期中間決算短信(非連結)
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１株当たり純資産額       148円 3銭
１株当たり中間純利益額     9円19銭

１株当たり純資産額       151円18銭
１株当たり中間純利益額        34銭

 至   平成19年9月30日)  至   平成19年3月31日)
１株当たり純資産額      160円46銭
１株当たり当期純利益額   16円54銭

    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

当中間会計期間前中間会計期間 前事業年度
（自　平成18年4月 1日

184,995
11,185

中間(当期)損益計算書上の純利益（千円）

普通株主に帰属しない金額（千円）

普通株式に係る中間(当期)純利益（千円）

3,780

3,780

184,995

11,182

項目
    至　平成19年3月31日）

普通株式の期中平均株式数（千株）

102,757
11,186

102,757

前事業年度
(自   平成19年4月 １日 (自   平成18年4月 １日

（平成18年9月30日） （平成19年9月30日） （平成19年3月31日）

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

1,655,879 1,690,468 1,794,491

項目
前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

11,200
普通株式に係る純資産額（千円） 1,655,879 1,690,468 1,794,491

11,183

普通株式の自己株式数（千株） 13 18 16

１．１株当たり純資産額　  

１株当たり中間(当期)純利益

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株
式の数（千株） 11,186 11,181

普通株式の発行済株式数（千株） 11,200 11,200

中間貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)



５．売上高、受注高及び受注残高の状況

金額 比率％ 金額 比率％ 金額 比率％

真 空 ポ ン プ 1,036,693 43.7 1,040,331 44.4 3,638 0.4

製 送風機・圧縮機 423,887 17.9 355,071 15.1 △ 68,816 △ 16.2

部 品 及 び 修 理 478,576 20.2 484,945 20.7 6,368 1.3

そ の 他 115,446 4.9 144,205 6.1 28,758 24.9

品 小 計 2,054,603 86.7 2,024,553 86.3 △ 30,049 △ 1.5

内 （ 輸 出 品 ）     (402,571)      ＊(19.6)     (316,547)      ＊(15.6) (△86,024) (△21.4)

315,078 13.3 320,191 13.7 5,112 1.6

2,369,681 100.0 2,344,744 100.0 △ 24,037 △ 1.1

（注）＊の輸出品構成比率は製品売上高に対するものであります。

前中間期 当中間期 前　期 前中間期 当中間期 前　期

真 空 ポ ン プ 819,434 1,022,275 1,842,957 651,750 674,077 688,495

送風機・圧縮機 551,808 531,500 851,814 426,354 432,294 324,681

部 品 及 び 修 理 450,212 451,731 976,822 104,251 68,618 95,463

そ の 他 80,991 105,630 208,991 65,459 72,225 82,042

合 計 1,902,446 2,111,137 3,880,584 1,247,815 1,247,215 1,190,681

受　注　残　高
（単位：千円）

合 計

( 製 品 受 注 高 及 び 受 注 残 高 )

製　　品
受　　注　　高

対前年同期
増 減 率

（単位：千円）

不 動 産 部 門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期中間決算短信(非連結)
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( 部 門 別 売 上 高 表 )

部　門　別

前中間期 当中間期
平成18年4月　１日から

平成18年９月３０日まで

平成19年４月　１日から

平成19年９月３０日まで
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