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平成 19 年 12 月 7 日 

各      位 

会 社 名 武 蔵 精 密 工 業 株 式 会 社 
代表者名 代表取締役社長  大  塚  浩  史 
 （コード番号 ７２２０ 東証・名証第一部） 
問合せ先 経理部長      河 口 定 寛 
 （ＴＥＬ．０５３２－４７－３１１１） 

 

 

 

（訂正・数値データあり） 

「平成20年３月期 中間決算短信」の一部訂正について 

 

半期報告書作成の過程におきまして、監査法人とその内容について精査をいたしました結果、

平成19年10月30日に発表いたしました「平成20年３月期 中間決算短信」の内容につきまし

て一部訂正をする必要が生じましたので、以下のとおりお知らせいたします。訂正箇所には下線

を付して表示しております。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後のデータも送

信いたします。 

 なお、訂正箇所が多岐にわたるため、訂正箇所に下線を付して表示した訂正後の全頁を参考資

料として添付いたしております。 
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【訂正内容】 

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頁》 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

  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 12,295 △9,425 △3,264 10,522

18年９月中間期 8,960 △11,871 4,547 8,580

19年３月期 19,991 △22,457 4,366 9,643

（訂正後） 

  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 12,061 △9,191 △3,264 10,522

18年９月中間期 8,960 △11,871 4,547 8,580

19年３月期 19,991 △22,457 4,366 9,643

 

１．経営成績 

(2) 財政状態に関する分析 

 ①資産、負債、純資産の状況《3頁》 

（訂正前） 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べて1,448百万円減少し、68,479百万円となりました。主な減

少は、支払手形及び買掛金・未払金の減少1,590百万円等によるものです。 

（訂正後） 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べて1,448百万円減少し、68,479百万円となりました。主な減

少は、支払手形及び買掛金の減少2,061百万円等によるものです。 

 

 ②キャッシュフローの状況《3,4頁》 

（訂正前） 

（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、12,295百万円（前中間連結会計期間比37.2％増）となりました。これは

主に、税金等調整前純利益と減価償却費によるものです。 

（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、9,425百万円（同20.6％減）となりました。これは主に、有形固定資産の

取得による支出によるものです。 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

前中間期 

（自平成18年４月１日 

至平成18年９月30日）

当中間期 

（自平成19年４月１日 

至平成19年９月30日） 

前期 

（自平成18年４月１日 

至平成19年３月31日）

インタレスト・カバレッジ・レシオ 7.8 12.0 9.3 

（訂正後） 

（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、12,061百万円（前中間連結会計期間比34.6％増）となりました。これは

主に、税金等調整前純利益と減価償却費によるものです。 

（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、9,191百万円（同22.6％減）となりました。これは主に、有形固定資産の

取得による支出によるものです。 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

前中間期 

（自平成18年４月１日 

至平成18年９月30日）

当中間期 

（自平成19年４月１日 

至平成19年９月30日） 

前期 

（自平成18年４月１日 

至平成19年３月31日）

インタレスト・カバレッジ・レシオ 7.8 11.8 9.3 
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４．中間連結財務諸表 

 (1) 中間連結貸借対照表《8,9頁》 

（訂正前） 

    
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     8,203     9,853     8,891   

２．受取手形及び売掛金 ※2   14,321     17,941     15,362   

３．有価証券     376     668     751   

４．たな卸資産     16,961     18,689     17,647   

５．前払費用     1,159     558     508   

６．繰延税金資産     1,457     1,011     1,274   

７．その他     2,452     2,040     3,139   

貸倒引当金     △41     △27     △26   

流動資産合計     44,890 37.6   50,736 38.6   47,550 37.8

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※1                   

(1）建物及び構築物   10,868     12,928     11,848     

(2）機械装置及び運搬具   42,860     44,419     44,314     

(3）工具器具備品   1,811     2,286     1,920     

(4）土地   3,921     4,506     4,340     

(5）建設仮勘定   4,838 64,299 53.8 3,621 67,762 51.6 3,554 65,979 52.5

２．無形固定資産                     

(1）電話加入権   11     11     11     

(2）施設利用権   18     2     2     

(3）のれん    5     11     9     

(4）その他   100 136 0.1 640 664 0.5 664 686 0.5

３．投資その他の資産                     

(1）投資有価証券   6,738     8,101     8,003     

(2）長期貸付金   6     17     16     

(3）繰延税金資産   2,129     2,625     2,276     

(4）その他   1,403     1,596     1,230     

貸倒引当金   △67 10,210 8.5 △67 12,272 9.3 △66 11,460 9.2

固定資産合計     74,646 62.4   80,699 61.4   78,126 62.2

資産合計     119,537 100.0   131,436 100.0   125,676 100.0
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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 ※2   13,803     10,677     12,738   

２．短期借入金     20,990     25,377     25,956   

３．未払金     11,468     11,412     10,941   

４．未払法人税等     1,558     2,090     1,669   

５．設備購入支払手形     472     582     898   

６．賞与引当金     1,304     1,504     1,217   

７．役員賞与引当金      7     17     21   

８．繰延税金負債      －     313     －   

９．その他     506     547     529   

流動負債合計     50,110 41.9   52,522 40.0   53,969 42.9

Ⅱ 固定負債                     

１．社債     12,800     12,800     12,800   

２．長期借入金     4,312     1,041     1,146   

３．繰延税金負債     514     404     363   

４．退職給付引当金     1,356     1,302     1,292   

５．役員退職慰労引当金     121     172     153   

６．その他     353     236     204   

固定負債合計     19,459 16.3   15,957 12.1   15,958 12.7

負債合計     69,569 58.2   68,479 52.1   69,927 55.6

〜 
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（訂正後） 

    
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     8,203     9,853     8,891   

２．受取手形及び売掛金 ※2   14,321     17,941     15,362   

３．有価証券     376     －     751   

４．たな卸資産     16,961     18,689     17,647   

５．前払費用     1,159     －     508   

６．繰延税金資産     1,457     1,011     1,274   

７．その他     2,452     3,267     3,139   

貸倒引当金     △41     △27     △26   

流動資産合計     44,890 37.6   50,736 38.6   47,550 37.8

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※1                   

(1）建物及び構築物   10,868     12,928     11,848     

(2）機械装置及び運搬具   42,860     44,619     44,314     

(3）工具器具備品   1,811     2,086     1,920     

(4）土地   3,921     4,506     4,340     

(5）建設仮勘定   4,838 64,299 53.8 3,621 67,762 51.6 3,554 65,979 52.5

２．無形固定資産                     

(1）電話加入権   11     －     11     

(2）施設利用権   18     －     2     

(3）のれん    5     11     9     

(4）その他   100 136 0.1 653 664 0.5 664 686 0.5

３．投資その他の資産                     

(1）投資有価証券   6,738     5,483     8,003     

(2）出資金  －   2,617   －   

(3）長期貸付金   6     17     16     

(4）繰延税金資産   2,129     2,625     2,276     

(5）その他   1,403     1,596     1,230     

貸倒引当金   △67 10,210 8.5 △67 12,272 9.3 △66 11,460 9.2

固定資産合計     74,646 62.4   80,699 61.4   78,126 62.2

資産合計     119,537 100.0   131,436 100.0   125,676 100.0
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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 ※2   13,803     10,677     12,738   

２．短期借入金 ※3   20,990     25,377     25,956   

３．１年以内償還予定社債   －   2,800   －  

４．未払金     11,468     4,581     10,941   

５．未払費用   －   6,770   －  

６．未払法人税等     1,558     2,090     1,669   

７．繰延税金負債      －     313     －   

８．賞与引当金     1,304     1,504     1,217   

９．役員賞与引当金      7     17     21   

10．製品補償引当金   －   144   227  

11．設備購入支払手形     472     －     898   

12．その他 ※2   506     774     296   

流動負債合計     50,110 41.9   55,322 42.1   53,969 42.9

Ⅱ 固定負債                     

１．社債     12,800     10,000     12,800   

２．長期借入金     4,312     1,041     1,146   

３．繰延税金負債     514     404     363   

４．退職給付引当金     1,356     1,302     1,292   

５．役員退職慰労引当金     121     172     153   

６．その他     353     236     204   

固定負債合計     19,459 16.3   13,157 10.0   15,958 12.7

負債合計     69,569 58.2   68,479 52.1   69,927 55.6

〜 
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 (2) 中間連結損益計算書《10頁》 
（訂正前） 

    

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

（％）

Ⅵ 特別利益                     

３．その他   16 22 0.0 0 18 0.0 19 61 0.0

〜 

少数株主損益     699 1.0   801 1.0   1,174 0.8

中間（当期）純利益     2,105 3.1   4,495 5.7   4,964 3.4

（訂正後） 

    

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

（％）

Ⅵ 特別利益                    

３．その他   16 22 0.0 － 18 0.0 19 61 0.0

〜 

少数株主利益     699 1.0   801 1.0   1,174 0.8

中間（当期）純利益     2,105 3.1   4,495 5.7   4,964 3.4

 

(3) 中間連結株主資本等変動計算書 
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）《12頁》 

（訂正前） 

  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

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円）  － － 3,996 △0 3,996

 

 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 

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）   
△250 2,193 1,943 1,269 3,212

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） △250 2,193 1,943 1,269 7,208

（訂正後） 

  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

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円）  － － 3,996 △0 3,995

 

 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 

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）   
△249 2,193 1,943 1,269 3,212

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） △249 2,193 1,943 1,269 7,208
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 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書《14,15頁》 
（訂正前） 

    
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   4,658 7,759 10,445 

減価償却費   6,882 7,886 15,194 

負ののれん償却額   △2 △1 △6 

退職給付引当金の増減額（減少：△）   8 9 △57 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  △23 19 0 

賞与引当金の増減額（減少：△）   137 266 48 

役員賞与引当金の増減額（減少：△）   △19 △4 △4 

製品補償引当金の増減額（減少：△）   － △82 227 

貸倒引当金の増減額（減少：△）   △1 0 △19 

受取利息及び受取配当金   △178 △243 △520 

支払利息   1,105 991 2,172 

社債利息   6 13 17 

有形固定資産売却益   △5 △18 △40 

有形固定資産除売却損   40 139 124 

為替差損益（差益：△）   △214 △158 △277 

売上債権の増減額（増加：△）   119 △1,559 △493 

たな卸資産の増減額（増加：△）   △356 △71 △364 

仕入債務の増減額（減少：△）   307 △134 1,020 

減損損失   13 15 13 

その他の流動資産の増減額（増加：△）  172 1,374 △43 

その他の流動負債の増減額（減少：△）  127 △340 △1,345 

小計   12,776 15,859 26,090 

利息及び配当金の受取額   169 282 467 

利息の支払額   △1,148 △1,020 △2,157 

法人税等の支払額   △2,836 △2,826 △4,408 

営業活動によるキャッシュ・フロー   8,960 12,295 19,991 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         
有形固定資産の取得による支出   △11,643 △9,101 △20,822 

有形固定資産の売却による収入   66 426 101 

無形固定資産の取得による支出   △33 △51 △472 

投資有価証券の売却による収入   － － － 

投資有価証券の取得による支出   △19 △3 △45 

子会社株式の取得による支出   － △474 △1,093 

貸付金の回収による収入   8 5 9 

貸付による支出    － △19 △12 

その他の投資による収入   39 77 66 

その他の投資による支出   △289 △283 △187 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △11,871 △9,425 △22,457 

〜 
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（訂正後） 

    
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   4,658 7,759 10,445 

減価償却費   6,882 7,886 15,194 

減損損失   13 15 13 

負ののれん償却額   △2 △1 △6 

貸倒引当金の増減額（減少：△）   △1 0 △19 

賞与引当金の増減額（減少：△）   137 266 48 

役員賞与引当金の増減額（減少：△）   △19 △4 △4 

製品補償引当金の増減額（減少：△）   － △82 227 

退職給付引当金の増減額（減少：△）   8 9 △57 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  △23 19 0 

受取利息及び受取配当金   △178 △243 △520 

支払利息   1,105 991 2,172 

社債利息   6 13 17 

為替差損益（差益：△）   △214 △158 △277 

有形固定資産売却益   △5 △18 △40 

有形固定資産除売却損   40 139 124 

売上債権の増減額（増加：△）   119 △1,556 △493 

たな卸資産の増減額（増加：△）   △356 △71 △364 

仕入債務の増減額（減少：△）   307 △17 1,020 

その他の流動資産の増減額（増加：△）  172 － △43 

その他の流動負債の増減額（減少：△） 127 － △1,345 

その他  － 679 － 

小計   12,776 15,625 26,090 

利息及び配当金の受取額   169 282 467 

利息の支払額   △1,148 △1,020 △2,157 

法人税等の支払額   △2,836 △2,826 △4,408 

営業活動によるキャッシュ・フロー   8,960 12,061 19,991 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
        

有形固定資産の取得による支出   △11,643 △9,097 △20,822 

有形固定資産の売却による収入   66 431 101 

無形固定資産の取得による支出   △33 △51 △472 

投資有価証券の取得による支出   △19 △23 △45 

子会社株式の取得による支出   － － △1,093 

子会社への出資による支出  － △474 － 

貸付による支出    － △19 △12 

貸付金の回収による収入   8 5 9 

その他の投資による収入   39 － 66 

その他の投資による支出   △289 － △187 

その他  － 38 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △11,871 △9,191 △22,457 

〜 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項《18～20頁》 

（訂正前） 

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） 

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）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ① 有価証券 ① 有価証券 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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

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（評価差額は全部資

本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） 

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は、

定率法を採用しておりますが、

償却限度額については実質残

存価額まで減価償却を継続実

施しております。また、在外連

結子会社については、主に定率

法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物及び構築物 

31～47年

機械装置及び運搬具 

5～12年

同左 同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準   

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額に基づいて

計上しております。 

同左 同左 

 ③  役員賞与引当金  ③  役員賞与引当金  ③  役員賞与引当金  
 役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

同左 同左 

 ④ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

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。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（15年）によ

る定額法により費用処理して

おります。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（15年）による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。 

同左  従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上してお

ります。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（15年）によ

る定額法により費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（15年）による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 ⑤ 役員退職慰労引当金 ⑤ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に

備えて、内規に基づく中間連

結会計期間末要支給額を計上

しております。 

同左  役員の退職慰労金の支出に

備えて、内規に基づく額を計上

しております。 

 (6) ヘッジ会計の方法 (6) ヘッジ会計の方法 (6) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処

理の要件を充たしているため、特

例処理を採用しております。 

同左 同左 
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（訂正後） 

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） 

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）重要な資産の評価基準及び評価

方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ① 有価証券 ① 有価証券 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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

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）を採用して

おります。 

 (2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は、

定率法を採用しておりますが、

償却限度額については実質残

存価額まで減価償却を継続実

施しております。また、在外連

結子会社については、主に定率

法を採用しております。 

当社及び国内連結子会社は、

定率法を採用しております。ま

た、在外連結子会社については、

主に定率法を採用しておりま

す。 

連結財務諸表提出会社及び

国内連結子会社は、定率法を採

用しておりますが、償却限度額

については実質残存価額まで

減価償却を継続実施しており

ます。また、在外連結子会社に

ついては、主に定率法を採用し

ております。 

  なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

建物及び構築物 

31～47年

機械装置及び運搬具 

5～12年

同左 同左 

  （会計方針の変更）  

  当社及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

益及び税金等調整前中間純利益

は、それぞれ17百万円減少して

おります。 

 

  （追加情報）  

  当社及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日以前に取得した資産

については、実質残存価額まで

減価償却を継続実施し、実質残

存価額に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、実質残

存価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

益及び税金等調整前中間純利益

は、それぞれ8百万円減少してお

ります。  

 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づいて計

上しております。 

当社及び一部の連結子会社

は、従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額に基づいて

計上しております。 

従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額に基づい

て計上しております。 

 ③  役員賞与引当金  ③  役員賞与引当金  ③  役員賞与引当金  
 役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

に基づき計上しております。 

当社は、役員に対して支給す

る賞与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき計上しており

ます。 

役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額に基づき計上しておりま

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） 

④ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金 ４．会計処理基準に

関する事項 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、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。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（15年）による

定額法により費用処理しており

ます。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（15年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理しております。 

 

当社及び一部の連結子会社

は、従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、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。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（15年）による

定額法により費用処理しており

ます。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（15年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理しております。 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上し

ております。 

過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（15年）

による定額法により費用処理

しております。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（15年）による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。

 ⑤ 役員退職慰労引当金 ⑤ 役員退職慰労引当金 ⑤ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に

備えて、内規に基づく中間連

結会計期間末要支給額を計上

しております。 

当社及び国内連結子会社は、

役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく中間連結会計

期間末要支給額を計上しており

ます。 

 役員の退職金の支出に充

てるため、内規に基づく額を

計上しております。 

 (6) ヘッジ会計の方法 (6) 重要なヘッジ会計の方法 (6) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処

理の要件を充たしているため、

特例処理を採用しております。

① ヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の要件を充たして

いるデリバティブ取引について

は、繰延ヘッジ処理を採用して

おります。ただし、振当処理の

要件を充たしている為替予約取

引については振当処理を、特例

処理の要件を充たしている金利

スワップ取引については、特例

処理を採用しております。 

金利スワップについて特例

処理の要件を充たしているた

め、特例処理を採用しておりま

す。 

  ② ヘッジ手段、ヘッジ対象及びヘ

ッジ方針 

 

   外貨建売掛金及び外貨建予

定取引の為替変動リスクを回避

することを目的とし、為替予約

取引を利用しております。また、

社債の金利変動リスクを回避す

ることを目的とし、金利スワッ

プ取引を利用しております。 

これらのデリバティブ取引

は、取引権限及び取引限度額を

定めた社内ルールに従い、為替

変動リスク及び金利変動リスク

を回避するために行っており、

投機的な取引は行わない方針で

あります。 

 

  ③ ヘッジ有効性評価の方法  

  為替予約取引については、ヘ

ッジ対象のキャッシュ・フロー

変動の累計または相場変動とヘ

ッジ手段のキャッシュ・フロー

変動を比較し、両者の変動額等

を基礎にして、ヘッジ有効性を

評価しております。なお、特例

処理を採用している金利スワッ

プについては、有効性の評価を

省略しております。 
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表示方法の変更《21頁》 

（訂正後）【追加】 

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） 

 １．前中間連結会計期間末まで区分掲記しておりました

「前払費用」は、資産の総額の100分の5以下となったた

め、流動資産の「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末における「前払費用」は562

百万円であります。 

２．前中間連結会計期間末まで区分掲記しておりました

「電話加入権」及び「施設利用権」は、資産の総額の100

分の5以下となったため、無形固定資産の「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末

における「電話加入権」は11百万円、「施設利用権」は2

百万円であります。 

３．前中間連結会計期間末まで「投資有価証券」に含めて

表示しておりました「出資金」は、当中間連結会計期間

末より、区分掲記しております。なお、前中間連結会計

期間末における「出資金」は1,048百万円であります。

４．前中間連結会計期間まで「未払金」に含めて表示して

おりました「未払費用」は、当中間連結会計期間末より、

区分掲記しております。なお、前中間連結会計期間末に

おける「未払費用」は9,116百万円であります。 

５．前中間連結会計期間末まで区分掲記しておりました

「設備支払手形」は、負債及び純資産の合計額の100分

の5以下となったため、流動負債の「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末におけ

る「設備支払手形」は372百万円であります。 

――――― （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 １．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました営業

活動によるキャッシュ・フローの「その他の流動資産の

増減額」及び「その他の流動負債の増減額」は、一括し

て「その他」として表示しております。なお、当中間連

結会計期間における「その他の流動資産の増減額」は843

百万円、「その他の流動負債の増減額」は△163百万円で

あります。 

２．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました投資

活動によるキャッシュ・フローの「その他の投資による

収入」及び「その他の投資による支出」は、一括して「そ

の他」として表示しております。なお、当中間連結会計

期間における「その他の投資による収入」は49百万円、

「その他の投資による支出」は△10百万円であります。
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係）《22頁》 

（訂正前） 

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） 

※２ 中間連結会計期間末日満期手形 ※２ 中間連結会計期間末日満期手形 ※２ 期末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、当中間連結会計

期間の末日は金融機関が休日でした

が、満期日に決済が行われたものとし

て処理しており、当中間連結会計期間

末日満期手形の金額は次のとおりで

あります。 

受取手形              0百万円 

支払手形            244百万円 

中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、当中間連結会計

期間の末日は金融機関が休日でした

が、満期日に決済が行われたものとし

て処理しており、当中間連結会計期間

末日満期手形の金額は次のとおりで

あります。 

支払手形            206百万円 

期末日満期手形の会計処理につい

ては、当期の末日は金融機関の休日で

したが、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。期末日満期

手形の金額は次の通りであります。 

受取手形             0百万円 

支払手形           151百万円 

――― ３  ブラジル国の連結子会社であるム
サシドブラジル・リミターダにおい

て、連邦歳入庁よりPIS（社会統合基

金）及びCOFINS（社会保険融資負担

金）34百万レアル（2,160百万円）の

納付請求がなされましたが、本件に

ついては、TAX-FREE-ZONEへの売上に

対する課税であり、当社グループと

してはこれを不服とし、異議申し立

て中であります。 

――― 

（訂正後） 

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） 

※２ 中間連結会計期間末日満期手形 ※２ 中間連結会計期間末日満期手形 ※２ 期末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、当中間連結会計

期間の末日は金融機関が休日でした

が、満期日に決済が行われたものとし

て処理しており、当中間連結会計期間

末日満期手形の金額は次のとおりで

あります。 

受取手形              0百万円 

支払手形            244百万円 

中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、当中間連結会計

期間の末日は金融機関が休日でした

が、満期日に決済が行われたものとし

て処理しております。当中間連結会計

期間末日満期手形の金額は次のとお

りであります。 

支払手形             69百万円 

設備購入支払手形    136百万円 

（流動負債その他）  

期末日満期手形の会計処理につい

ては、当期の末日は金融機関の休日で

したが、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。期末日満期

手形の金額は次の通りであります。 

支払手形            151百万円 

――― ※３ 当社及び連結子会社５社は、運転

資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行10行と当座貸越契約を締結し

ております。これら契約に基づく当

中間連結会計期間末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 3,488百万円 

借入実行残高 1,014 

差引額 2,474 
 

――― 

――― ４  ブラジル国の連結子会社であるム
サシドブラジル・リミターダにおい

て、連邦歳入庁よりPIS（社会統合基

金）及びCOFINS（社会保険融資負担

金）に関し、日本円換算2,160百万円

（34百万レアル）の納付請求がなさ

れましたが、本件については、マナ

ウス・フリー・トレード・ゾーンへ

の売上に対する課税であり、当社グ

ループとしてはこれを不服とし、異

議申し立て中であります。 

――― 
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（中間連結損益計算書関係）《23頁》 

（訂正前） 

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うち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

 百万円

従業員給与賞与 1,052

運賃 1,387

減価償却費 235

退職給付引当金

繰入額 

2

役員退職慰労引

当金繰入額 

24

賞与引当金繰入

額 

14

役員賞与引当金

繰入額 

7

 

 百万円

従業員給与賞与 1,485

運賃 1,180

減価償却費 349

退職給付引当金

繰入額 

6

役員退職慰労引

当金繰入額 

74

賞与引当金繰入

額 

43

役員賞与引当金

繰入額 

25

 

 百万円

従業員給与賞与 2,116

運賃 2,587

減価償却費 454

退職給付引当金

繰入額 

20

役員退職慰労引

当金繰入額 

56

役員賞与引当金

繰入額 

30

製品補償引当金 227 

※２ 固定資産売却益の主要なもの ※２ 固定資産売却益の主要なもの ※２ 固定資産売却益の主要なもの 

  百万円 

機械装置売却益 5  

  百万円

機械装置売却益 18 

  百万円

機械装置売却益 40 
※４ 固定資産除却損の主要なもの ※４ 固定資産除却損の主要なもの ※４ 固定資産除却損の主要なもの 

  百万円 

機械装置除却損 7  

  百万円

機械装置除却損 52 

  百万円

機械装置除却損 29 
※５ 減損損失 

当中間連結会計期間において、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。 

※５ 減損損失 

当中間連結会計期間において、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。 

※５ 減損損失 

当連結会計期間において、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 
減損損失 

(百万円) 

遊休 土地 熊本県宇土市 13 

計 13  

用途 種類 場所 
減損損失

(百万円)

遊休 土地 熊本県宇土市 15

計 15 

用途 種類 場所 
減損損失

(百万円)

遊休 土地 熊本県宇土市 13

計 13 
  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(13百万円)として特別

損失に計上しております。 

  なお、回収可能価額は正味売却価
額により測定しており、時価につい

ては不動産鑑定評価額及び固定資産

税評価額を合理的に調整した価額に

より算定しております。 

  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(15百万円)として特別

損失に計上しております。 

  なお、回収可能価額は正味売却価
額により測定しており、時価につい

ては不動産鑑定評価額及び固定資産

税評価額を合理的に調整した価額に

より算定しております。 

  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(13百万円)として特別

損失に計上しております。 

  なお、回収可能価額は正味売却価
額により測定しており、時価につい

ては不動産鑑定評価額及び固定資産

税評価額を合理的に調整した価額に

より算定しております。 
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（訂正後） 

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うち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

 百万円

従業員給与賞与 1,052

運賃 1,387

減価償却費 235

退職給付引当金

繰入額 

2

役員退職慰労引

当金繰入額 

24

賞与引当金繰入

額 

14

役員賞与引当金

繰入額 

7

 

 百万円

従業員給与賞与 1,485

運賃 1,180

減価償却費 349

退職給付費用 77

役員退職慰労引当

金繰入額 

74

賞与引当金繰入額 43

役員賞与引当金繰

入額 

25

 

 百万円

従業員給与賞与 2,116

運賃 2,587

減価償却費 454

退職給付引当金

繰入額 

20

役員退職慰労引

当金繰入額 

56

役員賞与引当金

繰入額 

30

製品補償引当金 227 

※２ 固定資産売却益の主要なもの ※２ 固定資産売却益の主要なもの ※２ 固定資産売却益の主要なもの 

  百万円 

機械装置売却益 5  

  百万円

機械装置売却益 17 

  百万円

機械装置売却益 40 
※４ 固定資産除却損の主要なもの ※４ 固定資産除却損の主要なもの ※４ 固定資産除却損の主要なもの 

  百万円 

機械装置除却損 7  

  百万円

機械装置除却損 50 

  百万円

機械装置除却損 29 
※５ 減損損失 

当中間連結会計期間において、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。 

※５ 減損損失 

当中間連結会計期間において、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。 

※５ 減損損失 

当連結会計期間において、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 
減損損失 

(百万円) 

遊休 土地 熊本県宇土市 13 

計 13  

用途 種類 場所 
減損損失

(百万円)

遊休 機械装置 熊本県球磨郡 10

遊休 土地 熊本県宇土市 4

計 15 

用途 種類 場所 
減損損失

(百万円)

遊休 土地 熊本県宇土市 13

計 13 

  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(13百万円)として特別

損失に計上しております。 

  なお、回収可能価額は正味売却価
額により測定しており、時価につい

ては不動産鑑定評価額及び固定資産

税評価額を合理的に調整した価額に

より算定しております。 

  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(15百万円)として特別

損失に計上しております。 

  なお、回収可能価額は正味売却価
額により測定しており、土地の時価

については不動産鑑定評価額及び固

定資産税評価額を合理的に調整した

価額により算定しております。 

  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(13百万円)として特別

損失に計上しております。 

  なお、回収可能価額は正味売却価
額により測定しており、時価につい

ては不動産鑑定評価額及び固定資産

税評価額を合理的に調整した価額に

より算定しております。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

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）《25頁》 

（訂正前） 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる

株式の種類
前連結会計

年度末  
当中間連結会

計期間増加 
当中間連結会

計期間減少 
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）

提出会社 平成18年新株予約権（注） 普通株式 2,597,402 － － 2,597,402 －

合計 2,597,402 － － 2,597,402 －

（注） 上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

３．配当に関する事項 

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

（訂正後） 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる

株式の種類
前連結会計

年度末  
当中間連結会

計期間増加 
当中間連結会

計期間減少 
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）

提出会社 平成18年新株予約権 普通株式 2,597,402 － － 2,597,402 －

合計 2,597,402 － － 2,597,402 －

（注） 上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

３．配当に関する事項 

（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中間連結会計期間末後となるもの 
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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）《26頁》 

（訂正前） 

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 31,200,000 － － 31,200,000 

合計 31,200,000 － － 31,200,000 
 自己株式         
   普通株式（注） 4,324 134 － 4,458 

合計 4,324 134 － 4,458 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加192株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる

株式の種類
前連結会計

年度末  
当連結会計

年度増加  
当連結会計

年度減少  
当連結会計 

年度末  

当連結会計

年度末残高

（百万円）

提出会社 平成18年新株予約権（注） 普通株式 2,597,402 － － 2,597,402 －

合計 2,597,402 － － 2,597,402 －

（注）１. 平成18年度新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

３．配当に関する事項 

（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 
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年６月21日 

株主総会 
普通株式 499  利益剰余金 16   平成18年３月31日  平成19年６月22日

（訂正後） 

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 31,200,000 － － 31,200,000 

合計 31,200,000 － － 31,200,000 
 自己株式         
   普通株式 4,324 134 － 4,458 

合計 4,324 134 － 4,458 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加192株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる

株式の種類
前連結会計

年度末  
当連結会計

年度増加  
当連結会計

年度減少  
当連結会計 

年度末  

当連結会計 

年度末残高

（百万円）

提出会社 平成18年新株予約権 普通株式 2,597,402 － － 2,597,402 －

合計 2,597,402 － － 2,597,402 －

（注） 平成18年度新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

３．配当に関する事項 

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年６月21日 

定時株主総会 
普通株式 499  利益剰余金 16   平成18年３月31日  平成19年６月22日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）《26頁》 

（訂正前） 

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）

現金及び預金勘定  8,203百万円
有価証券勘定 

（常時換金可能な債券） 
376 

現金及び現金同等物 8,580  

現金及び預金勘定  9,853百万円
有価証券勘定 

（常時換金可能な債券）
668 

現金及び現金同等物 10,522  

現金及び預金勘定     8,891百万円
有価証券勘定 

（常時換金可能な債券） 
751 

現金及び現金同等物 9,643  

（訂正後） 

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）

現金及び預金勘定  8,203百万円
有価証券勘定 

（常時換金可能な債券） 
376 

現金及び現金同等物 8,580  

現金及び預金勘定  9,853百万円
流動資産その他勘定 

（常時換金可能な短期投

資） 

668 

現金及び現金同等物 10,522  

現金及び預金勘定     8,891百万円
有価証券勘定 

（常時換金可能な債券） 
751 

現金及び現金同等物 9,643  
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（リース取引関係）《27頁》 

（訂正前） 

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．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

 
取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却累

計額相当額

(百万円)

中間期末 

残高相当額 

(百万円) 
機械装置

及び運搬

具 
3,847 2,026 1,821 

工具器具

備品 
360 194 166 

合計 4,207 2,220 1,987  

 
取得価額

相当額

(百万円)

減価償却累計

額相当額

(百万円)

中間期末

残高相当額

(百万円)

機械装置

及び運搬

具 
1,733 979 754

工具器具

備品 
386 258 128

合計 2,120 1,238 882 

 
取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却累

計額相当額

(百万円)

期末残高

相当額

(百万円)

機械装置

及び運搬

具 
3,962 2,722 1,239

工具器具

備品 
357 250 106

合計 4,319 2,972 1,346 

（注） 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。 

（注）    同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内   204百万円
１年超 1,782 

計 1,987  

１年内     283百万円
１年超 598 

計 882  

１年内      342百万円
１年超 1,003 

計 1,346  

（注） 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注）    同左 （注） 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定してお

ります。 

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額 

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額 

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額 
支払リース料 323百万円 

減価償却費相当額 323  

支払リース料 127百万円 

減価償却費相当額 127  

支払リース料 431百万円

減価償却費相当額 431  

(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 
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（訂正後） 

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．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

 
取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却累

計額相当額

(百万円)

中間期末 

残高相当額 

(百万円) 
機械装置

及び運搬

具 
3,847 2,026 1,821 

工具器具

備品 
360 194 166 

合計 4,207 2,220 1,987  

 
取得価額

相当額

(百万円)

減価償却累計

額相当額

(百万円)

中間期末

残高相当額

(百万円)

機械装置

及び運搬

具 
1,725 976 749

工具器具

備品 
352 218 133

合計 2,077 1,194 882 

 
取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却累

計額相当額

(百万円)

期末残高

相当額

(百万円)

機械装置

及び運搬

具 
3,962 2,722 1,239

工具器具

備品 
357 250 106

合計 4,319 2,972 1,346 

（注） 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。 

（注）    同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内   204百万円
１年超 1,782 

計 1,987  

１年内     281百万円
１年超 601 

計 882  

１年内      342百万円
１年超 1,003 

計 1,346  

（注） 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注）    同左 （注） 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定してお

ります。 

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額 

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額 

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額 
支払リース料 323百万円 

減価償却費相当額 323  

支払リース料 242百万円 

減価償却費相当額 242  

支払リース料 431百万円

減価償却費相当額 431  

(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 
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（有価証券関係） 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）《28頁》 

有価証券 

（訂正前） 

３．時価評価されてい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 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式及び非上場外国債券 3,470 

（訂正後） 

３．時価評価されてい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 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 82 

 

（デリバティブ取引関係） 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）《29頁》 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（訂正前） 

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）

通貨 為替予約取引 5,380 5,482 △101 

（注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

（訂正後） 

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）

通貨 為替予約取引 5,295 5,200 △94 

（注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

（セグメント情報） 

ｃ．海外売上高 

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）《31頁》 

（訂正前） 

 北米 欧州 アジア 南米 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 19,330 5,863 18,780 12,305 56,281 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 79,551 

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
24.3 7.4 23.6 15.4 70.7 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

      (1) 北米……………アメリカ、カナダ 

      (2) 欧州……………イギリス、ハンガリー、ドイツ、フランス、ポーランド 

      (3) アジア…………インドネシア、タイ、インド 

      (4) 南米……………ブラジル 

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。 

（訂正後） 

 北米 欧州 アジア 南米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 19,291 5,747 18,780 12,305 227 56,353 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － － 79,551 

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
24.3 7.2 23.6 15.5 0.2 70.8 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

      (1) 北米……………アメリカ、カナダ 

      (2) 欧州……………イギリス、ハンガリー、ドイツ、フランス、ポーランド 

      (3) アジア…………インドネシア、タイ、インド、中国 

      (4) 南米……………ブラジル 

      (5) その他 

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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（１株当たり情報）《32頁》 

（訂正前） 

  （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

〜 

期中平均株式数（株） 31,195,676 31,195,408 31,195,645 

〜 

（訂正後） 

  （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

〜 
期中平均株式数（株） 31,195,676 31,195,429 31,195,645 

〜 
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５．中間個別財務諸表 

(1) 中間貸借対照表《33頁》 
（訂正前） 

  
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   1,816     953     1,227 

２．受取手形 ※3 2     －     4 

３．売掛金   11,893     10,172     9,804 

４．たな卸資産   3,891     3,661     3,429 

５．短期貸付金   2,000     1,700     1,700 

６．繰延税金資産   444     629     464 

７．その他   944     711     867 

流動資産合計     20,991 32.8   17,828 27.9   17,497 28.1

Ⅱ 固定資産    

〜 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券   497     360     454     
(2）関係会社株式   29,264     31,938     30,549     
(3）その他   71     84     90     
貸倒引当金   △52     △49     △50     
計     29,782 46.5   32,333 50.5   31,043 49.9

〜 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※3 797     483     474     

２．買掛金  7,748     5,850     6,017     

３．短期借入金  －     1,200     1,200     

４．１年以内返済予定
長期借入金 

 500     －     －     

５．未払費用  5,601     4,877     4,528     

６． 未払法人税等  607     669     292     

７．賞与引当金  816     868     803     

８．役員賞与引当金  7     17     21     

９．その他  2,254     2,379     2,355     

流動負債合計    18,333 28.6   16,344 25.6   15,694 25.2

Ⅱ 固定負債           

１．社債  12,800     12,800     12,800     

２．繰延税金負債  1,180     1,063     1,210     

３．退職給付引当金  901     788     806     

４．役員退職慰労引当
金 

 94     142     119     

固定負債合計    14,977 23.4   14,794 23.1   14,937 24.0

負債合計    33,310 52.0   31,138 48.7   30,631 49.3

〜 
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（訂正後） 

  
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   1,816     953     1,227 

２．受取手形 ※4 2     －     4 

３．売掛金   11,893     10,172     9,804 

４．たな卸資産   3,891     3,661     3,429 

５．短期貸付金   2,000     －     1,700 

６．繰延税金資産   444     629     464 

７．その他 ※3 944     2,411     867 

流動資産合計     20,991 32.8   17,828 27.9   17,497 28.1

Ⅱ 固定資産    

〜 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券   497     360     454     
(2）関係会社株式   29,264     24,628     30,549     
(3)関係会社出資金  －   7,309   －   

(4）その他   71     84     90     
貸倒引当金   △52     △49     △50     
計     29,782 46.5   32,333 50.5   31,043 49.9

〜 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※4 797     483     474     

２．買掛金  7,748     5,850     6,017     

３．短期借入金  －     1,200     1,200     

４．１年以内返済予定
長期借入金 

 500     －     －     

５．１年以内償還予定
社債 

 －   2,800   －   

６．未払費用  5,601     4,877     4,528     

７．未払法人税等  607     669     292     

８．賞与引当金  816     868     803     

９．役員賞与引当金  7     17     21     

10．製品補償引当金  －   100   100   

11．その他 ※4 2,254     2,279     2,255     

流動負債合計    18,333 28.6   19,144 29.9   15,694 25.2

Ⅱ 固定負債           

１．社債  12,800     10,000     12,800     

２．繰延税金負債  1,180     1,063     1,210     

３．退職給付引当金  901     788     806     

４．役員退職慰労引当
金 

 94     142     119     

固定負債合計    14,977 23.4   11,994 18.7   14,937 24.0

負債合計    33,310 52.0   31,138 48.7   30,631 49.3

〜 
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

前事業年度の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）《38頁》 

（訂正前） 

※その他利益剰余金の内訳 

 別途積立金
特別償却

準備金 

海外投資等

損失準備金

土地圧縮

積立金 

機械圧縮 

積立金 

繰越利益 

剰余金 
合計 

平成18年３月31日 残高（百万円） 16,000 170 115 120 197 4,319 20,924

事業年度中の変動額  

〜 

当事業年度中の変動額合計（百万円） 2,000 △29 △75 － △79 154 1,969

平成19年９月30日 残高（百万円） 18,000 141 40 120 118 4,474 22,894

（訂正後） 

※その他利益剰余金の内訳 

 別途積立金
特別償却

準備金 

海外投資等

損失準備金

土地圧縮

積立金 

機械圧縮 

積立金 

繰越利益 

剰余金 
合計 

平成18年３月31日 残高（百万円） 16,000 170 115 120 197 4,319 20,924

事業年度中の変動額  

〜 

当事業年度中の変動額合計（百万円） 2,000 △29 △75 － △79 154 1,969

平成19年３月31日 残高（百万円） 18,000 141 40 120 118 4,474 22,894
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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《39～41頁》 

（訂正前） 

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) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の

方法 定率法 同左 同左 

  ただし、償却限度額に

ついては、実質残存価額

まで減価償却を継続実施

しております。 

 なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。

建物   31～47年

機械装置 10～12年 

  

３．繰延資産の処理方法 ――――― ――――― 社債発行費 

 支出時に全額費用とし

て処理しております。 

４．引当金の計上基準  〜 

 

５．外貨建の資産または負

債の本邦通貨への換

算基準 

 

〜 

 

６．リース取引の処理方法  〜 

 

７．ヘッジ会計の方法     為替予約については振当
処理の要件を充たしている

ため振当処理を、金利スワ

ップについては特例処理の

要件を充たしているため、

特例処理を採用しておりま

す。 

同左  金利スワップについて

特例処理の要件を充たし

ているため、特例処理を採

用しております。 

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための

基本となる重要な事項 

 

〜 

 

（訂正後） 

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) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の

方法 定率法 

ただし、償却限度額に

ついては、実質残存価額

まで減価償却を継続実施

しております。 

定率法 定率法を採用してお

ります。 

ただし、償却限度額に

ついては、実質残存価額

まで減価償却を継続実

施しております。 

  なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。

建物   31～47年

機械装置 10～12年 

同左 同左 

  （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、

経常利益及び税引前中間純

利益は、それぞれ14百万円

減少しております。 
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  （追加情報）  

  法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取

得した資産については、実

質残存価額まで減価償却を

継続実施し、実質残存価額

に到達した事業年度の翌事

業年度より、実質残存価額

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、

経常利益及び税引前中間純

利益は、それぞれ5百万円減

少しております。 

 

３．引当金の計上基準  〜 

 

４．外貨建の資産または負

債の本邦通貨への換

算基準 

 

〜 

 

５．リース取引の処理方法  〜 

 

６．ヘッジ会計の方法     為替予約については振

当処理の要件を充たしてい

るため振当処理を、金利ス

ワップについては特例処理

の要件を充たしているた

め、特例処理を採用してお

ります。 

(1）ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ会計の要件を充

たしているデリバティブ

取引については、繰延ヘ

ッジ処理を採用しており

ます。ただし、振当処理

の要件を充たしている為

替予約取引については振

当処理を、特例処理の要

件を充たしている金利ス

ワップ取引については、

特例処理を採用しており

ます。 

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対

象及びヘッジ方針 

 外貨建売掛金及び外貨

建予定取引の為替変動リ

スクを回避することを目

的とし、為替予約取引を

利用しております。また、

社債の金利変動リスクを

回避することを目的と

し、金利スワップ取引を

利用しております。 

 これらのデリバティブ

取引は、取引権限及び取

引限度額を定めた社内ル

ールに従い、為替変動リ

スク及び金利変動リスク

を回避するために行って

おり、投機的な取引は行

わない方針であります。 

(3) ヘッジ有効性評価の方

法 

為替予約取引について

は、ヘッジ対象のキャッ

シュ・フロー変動の累計

または相場変動とヘッジ

手段のキャッシュ・フロ

ー変動を比較し、両者の

 金利スワップについて

特例処理の条件を充たし

ているため、特例処理を採

用しております。 
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変動額等を基礎にして、

ヘッジ有効性を評価して

おります。 

なお、特例処理を採用

している金利スワップに

ついては、有効性の評価

を省略しております。 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための

基本となる重要な事項 

 

〜 

 

 

表示方法の変更《42頁》 

（訂正後）【追加】 

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） 

 １．前中間会計期間末まで区分掲記しておりました「短期

貸付金」は、資産の総額の100分の5以下となったため、

流動資産の「その他」に含めて表示しております。なお、

当中間会計期間末における「短期貸付金」は1,700百万円

であります。 

２．前中間会計期間末まで「関係会社株式」に含めて表示

しておりました「関係会社出資金」は、当中間会計期間

末より、区分掲記しております。なお、前中間会計期間

末における「関係会社出資金」は8,154百万円であります。
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注記事項 

（中間貸借対照表関係）《43頁》 

（訂正前） 

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） 
 ２ 偶発債務 
保証債務 
 関係会社の金融機関等よりの借
入に対し、次のとおり保証を行って
おります。 

 ２ 偶発債務 
保証債務 
 関係会社の金融機関等よりの借
入に対し、次のとおり保証を行って
おります。 

 ２ 偶発債務 
保証債務 
 関係会社の金融機関等よりの借
入に対し、次のとおり保証を行っ
ております。 

保証先 金額 

ムサシオートパー

ツミシガン・イン

コーポレーテッド 

  1,728百万円 

(   15百万米ドル) 

ムサシオートパー

ツユーケー・リミ

テッド 

 923百万円 

(4.385百万英ポン

ド) 

ムサシオートパー

ツカナダ・インコ

ーポレーテッド 

 714百万円 

(    6百万米ドル) 

1,808百万円 

(17.432百万カナダ

ドル) 

ムサシサウスカロ

ライナ・インコー

ポレーテッド 

3,129百万円 

( 27.158百万米ド

ル) 

ムサシドブラジ

ル・リミターダ 

 289百万円 

(5.435百万レアル) 

ムサシオートパー

ツインディア・プ

ライベートリミテ

ッド 

  1,244百万円 

(494百万インドル

ピー) 

  345百万円 

(    3百万米ドル) 

武蔵汽車配件(中

山)有限公司 

112百万円 

(    8百万人民元) 

計    10,297百万円  

保証先 金額 

ムサシオートパー

ツユーケー・リミテ

ッド 

      575百万円

(  2.458百万英ポ

ンド)

ムサシオートパー

ツカナダ・インコー

ポレーテッド 

     2,009百万円

(17.432百万カナダ

ドル)

ムサシサウスカロ

ライナ・インコーポ

レーテッド 

     346百万円

(2.998百万米ドル)

ムサシハンガリー

マニュファクチャ

リング・リミテッド

   653百万円

(  2百万ユーロ)

ムサシドブラジ

ル・リミターダ 

       172百万円

(2.758百万レアル)

ムサシオートパー

ツインディア・プラ

イベートリミテッ

ド 

     1,303百万円

(445百万インドル

ピー)

       173百万円

(  1.5百万米ドル)

計     5,232百万円 

保証先 金額 

ムサシオートパー

ツミシガン・イン

コーポレーテッド 

   1,769百万円

( 15百万米ドル)

ムサシオートパー

ツユーケー・リミ

テッド 

   1,082百万円

(4.664百万英ポン

ド)

ムサシオートパー

ツカナダ・インコ

ーポレーテッド 

     436百万円

(3.7百万米ドル)

1,783百万円

(17.432百万カナダ

ドル)

ムサシサウスカロ

ライナ・インコー

ポレーテッド 

2,129百万円

(18.051百万米ド

ル)

ムサシハンガリー

マニュファクチャ

リング・リミテッ

ド 

629百万円

(  4百万ユーロ)

ムサシドブラジ

ル・リミターダ 

   245百万円

(4.282百万レアル)

ムサシオートパー

ツインディア・プ

ライベートリミテ

ッド 

   1,358百万円

(494百万インドル

ピー)

     353百万円

(  3百万米ドル)

計    9,789百万円 

※３  中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理に

ついては、当中間会計期間の末日は金

融機関が休日でしたが、満期日に決済

が行われたものとして処理しており、

当中間会計期間末日満期手形の金額

は次のとおりであります。 

受取手形       0百万円 

支払手形           244百万円 

※３  中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理に

ついては、当中間会計期間の末日は金

融機関が休日でしたが、満期日に決済

が行われたものとして処理しており、

当中間会計期間末日満期手形の金額

は次のとおりであります。 

支払手形            206百万円 

※３  期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理につい

ては、当期の末日は金融機関が休日

でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しており、期末日満

期手形の金額は次のとおりでありま

す。 

支払手形            151百万円
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（訂正後） 

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） 

 ２ 偶発債務 

保証債務 

 関係会社の金融機関等よりの借

入に対し、次のとおり保証を行って

おります。 

 ２ 偶発債務 

保証債務 

 関係会社の金融機関等よりの借

入に対し、次のとおり保証を行って

おります。 

 ２ 偶発債務 

保証債務 

 関係会社の金融機関等よりの借

入に対し、次のとおり保証を行っ

ております。 

保証先 金額 

ムサシオートパー

ツミシガン・イン

コーポレーテッド 

  1,728百万円 

(   15百万米ドル) 

ムサシオートパー

ツユーケー・リミ

テッド 

 923百万円 

(4.385百万英ポン

ド) 

ムサシオートパー

ツカナダ・インコ

ーポレーテッド 

 714百万円 

(    6百万米ドル) 

1,808百万円 

(17.432百万カナダ

ドル) 

ムサシサウスカロ

ライナ・インコー

ポレーテッド 

3,129百万円 

( 27.158百万米ド

ル) 

ムサシドブラジ

ル・リミターダ 

 289百万円 

(5.435百万レアル) 

ムサシオートパー

ツインディア・プ

ライベートリミテ

ッド 

  1,244百万円 

(494百万インドル

ピー) 

  345百万円 

(    3百万米ドル) 

武蔵汽車配件(中

山)有限公司 

112百万円 

(    8百万人民元) 

計    10,297百万円  

保証先 金額 

ムサシオートパー

ツユーケー・リミテ

ッド 

      575百万円

(  2.458百万英ポ

ンド)

ムサシオートパー

ツカナダ・インコー

ポレーテッド 

     2,009百万円

(17.432百万カナダ

ドル)

ムサシサウスカロ

ライナ・インコーポ

レーテッド 

     346百万円

(2.998百万米ドル)

ムサシハンガリー

マニュファクチャ

リング・リミテッド

  326百万円

(  2百万ユーロ)

ムサシドブラジ

ル・リミターダ 

       173百万円

(2.766百万レアル)

ムサシオートパー

ツインディア・プラ

イベートリミテッ

ド 

     1,436百万円

(490百万インドル

ピー)

       173百万円

(  1.5百万米ドル)

計     5,041百万円 

保証先 金額 

ムサシオートパー

ツミシガン・イン

コーポレーテッド 

   1,769百万円

( 15百万米ドル)

ムサシオートパー

ツユーケー・リミ

テッド 

   1,082百万円

(4.664百万英ポン

ド)

ムサシオートパー

ツカナダ・インコ

ーポレーテッド 

     436百万円

(3.7百万米ドル)

1,783百万円

(17.432百万カナダ

ドル)

ムサシサウスカロ

ライナ・インコー

ポレーテッド 

2,129百万円

(18.051百万米ド

ル)

ムサシハンガリー

マニュファクチャ

リング・リミテッ

ド 

629百万円

(  4百万ユーロ)

ムサシドブラジ

ル・リミターダ 

   245百万円

(4.282百万レアル)

ムサシオートパー

ツインディア・プ

ライベートリミテ

ッド 

   1,358百万円

(494百万インドル

ピー)

     353百万円

(  3百万米ドル)

計    9,789百万円 

※３    ―――― ※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。 

※３    ―――― 

※４  中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理に

ついては、当中間会計期間の末日は金

融機関が休日でしたが、満期日に決済

が行われたものとして処理しており、

当中間会計期間末日満期手形の金額

は次のとおりであります。 

受取手形       0百万円 

支払手形           244百万円 

※４  中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理に

ついては、当中間会計期間の末日は金

融機関が休日でしたが、満期日に決済

が行われたものとして処理しており、

当中間会計期間末日満期手形の金額

は次のとおりであります。 

支払手形             69百万円 

設備購入支払手形  136百万円 

（流動負債その他） 

※４  期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理につい

ては、当期の末日は金融機関が休日

でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しており、期末日満

期手形の金額は次のとおりでありま

す。 

支払手形            151百万円

 ５    ―――― ５  当社は、運転資金の効率的な調達
を行うため、取引銀行４行と当座貸

越契約を締結しております。これら

契約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額 270百万円

借入実行残高 － 

差引額 270  

５    ―――― 
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（リース取引関係）《45頁》 

（訂正前） 

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） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 
取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却累

計額相当額

(百万円)

中間期末 

残高相当額 

(百万円) 
器具備品 119 54 65 

合計 119 54 65  

 
取得価額

相当額

(百万円)

減価償却累計

額相当額

(百万円)

中間期末

残高相当額

(百万円)

器具備品 112 73 38

合計 112 73 38 

 
取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却累

計額相当額

(百万円)

期末残高

相当額

(百万円)

器具備品 112 65 47

合計 112 65 47 

（注） 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。 

（注）    同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内   20百万円
１年超 44 

計 65  

１年内     14百万円
１年超 24 

計 38  

１年内      18百万円
１年超 29 

計 47  

（注） 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注）    同左 （注） 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定してお

ります。 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 10百万円 

減価償却費相当額   10  

支払リース料 8百万円

減価償却費相当額 8  

支払リース料 22百万円

減価償却費相当額 22  

(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 
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（訂正後） 

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） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 
取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却累

計額相当額

(百万円)

中間期末 

残高相当額 

(百万円) 
器具備品 119 54 65 

合計 119 54 65  

 
取得価額

相当額

(百万円)

減価償却累計

額相当額

(百万円)

中間期末

残高相当額

(百万円)

器具備品 77 33 44

合計 77 33 44 

 
取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却累

計額相当額

(百万円)

期末残高

相当額

(百万円)

器具備品 112 65 47

合計 112 65 47 

（注） 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。 

（注）    同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内   20百万円
１年超 44 

計 65  

１年内     15百万円
１年超 28 

計 44  

１年内      18百万円
１年超 29 

計 47  

（注） 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注）    同左 （注） 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定してお

ります。 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 10百万円 

減価償却費相当額   10  

支払リース料 9百万円

減価償却費相当額 9  

支払リース料 22百万円

減価償却費相当額 22  

(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 
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（１株当たり情報）《47頁》 

（訂正前） 

  （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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株当たり中間（当期）純利益金額    

〜 

期中平均株式数（株） 31,195,676 31,195,408 31,195,645 

〜 

（訂正後） 

  （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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株当たり中間（当期）純利益金額    

〜 
期中平均株式数（株） 31,195,676 31,195,429 31,195,645 

〜 

 

以 上 










































































































