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１．平成20年12月中間期の業績 （平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1)経営成績

　20年６月中間期

　19年６月中間期

　19年12月期

　20年６月中間期

　19年６月中間期

　19年12月期

（参考） 持分法投資損益

(2)財政状態

　20年６月中間期

　19年６月中間期

　19年12月期

（参考） 自己資本

(3)キャッシュ・フローの状況

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
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２. 配当の状況
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３. 平成20年12月期業績予想 （平成20年１月１日～平成20年12月31日）

１株当たり
当期純利益

売上高 営業利益 経常利益

％ 百万円 ％

(基準日）

円　銭

第１四半期末

△ 349

610 △ 287

61

円　銭

中間期末

235 △ 20.13,447

％ 百万円

7.5

円

19年６月中間期 －百万円 19年12月期 －百万円

純資産

20年６月中間期 －百万円

自己資本比率総資産 １株当たり純資産

百万円 百万円

240

324

45.0

45.4

02

55

233

19年12月期 3,106百万円

％ 銭

△ 38.8

(％表示は対前期増減率）

10229

△ 110

400 △ 39.9

005

270

－ 5

当期純利益

％

00

通期

百万円 ％ 百万円

0.9 3506,700

銭円

19

5

91

00

5 00

△ 27.8

百万円

△ 153 893

期末 年間

△ 421 480

百万円 百万円 百万円百万円

△ 111120

3,1067,134

20年６月中間期 3,159百万円 19年６月中間期 3,261百万円

43.5

（％表示は対前年中間期増減率）

7.2 25.4373

2.9

△ 18.2

37.4

294

571 665

銭 円

１株当たり中間（当期）
純利益

平成20年９月30日

営業利益

3,205

6,638

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

12.1

売上高

－

42 －

57

－

－

－ －

銭

経常利益 中間（当期）純利益

14.712.6 209

百万円 ％

347

％

3,159

7,183 3,261

33.1

7,022

円

12

27

15

31

平成20年12月期　中間決算短信 （非連結）

△ 20.2

5610

百万円

（百万円未満切捨て）

百万円 ％

166284

平成20年８月12日

第３四半期末

円　銭

－

－

－－

－

- １ -



大和重工㈱（5610） 平成20年12月期　中間決算短信（非連結）

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　　 無

②　①以外の変更 無

（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）

20年６月中間期　13,580,000株 19年６月中間期　13,580,000株 19年12月期　13,580,000株

②　期末自己株式

20年６月中間期　21,962株 19年６月中間期　20,345株 19年12月期　20,985株

（注） １株当たり中間（当期）純利益の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧く

ださい。

※　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、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後

様々な不確定要因によって予想数値と異なる場合があります。

業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４ページ「当期の見通し」をご覧下さい。
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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） 

当中間会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を切っ掛けとした米国景気の減速や資源

の高騰を受けた原材料価格の上昇などから企業業績に対する見方が慎重になり、これまで景気を牽引してき

た設備投資及び輸出も勢いが鈍化するなど、先行き不透明感が強い情勢となってきています。 

このような状況のなかで、当社は各事業分野で受注・販売に注力するとともに、引き続き生産性の向上等

によるコストの削減に努め、収益力の維持・向上に取り組んでまいりました。 

この結果、当中間会計期間の業績は、売上高 34 億 47 百万円（前年同期比 7.5％増）、営業利益２億 35 百

万円（前年同期比 20.1％減）、経常利益２億 84 百万円（前年同期比 18.2％減）、中間純利益１億 66 百万円

（前年同期比 20.2％減）となりました。 

 

部門別の概況は以下のとおりであります。 

【産業機械関連機器部門】 

産業機械関連機器部門では、工作機械、造船、産業機械向けの受注活動を積極的に推し進めました。生

産面においては 25 トン電気炉２基の新設着工（平成 20 年８月竣工予定）を進めており、得意先の増産要

請に応える体制作りに取り組んでいます。また、原材料価格の高騰が続きましたが、生産性の改善や合理

化に努め、原価低減による収益性の向上に取り組んでまいりました。 

工作機械鋳物部品の分野は、工作機械の需要は景気の先行きに不透明感が窺えることから設備投資全般

にやや弱さが見られるものの外需が新興国向けに伸張しており、工作機械メーカーからの受注は堅調な推

移が続き、工作機械鋳物部品（ベッド、テーブル、コラム、クロスレール）及び工作機械周辺機器のパレ

ットチェンジャーなどの受注高は 19 億 69 百万円（前年同期比 40.5％増）となりました。 

ディーゼルエンジン鋳物部品の分野は、高水準の船舶建造需要を背景に引き続き需要は旺盛であり、デ

ィーゼルエンジン鋳物部品の受注高は７億 17 百万円（前年同期比 22.4％増）となりました。 

産業機械鋳物部品の分野は、舶用ポンプ部品の受注が増加し、産業機械鋳物部品の受注高は 68 百万円

（前年同期比 306.6％増）となりました。 

この結果、当部門の受注高は、27 億 54 百万円（前年同期比 37.4％増）、売上高は 25 億１百万円（前年

同期比 25.9％増）、受注残高は 18 億 81 百万円（前年同期比 24.9％増）となりました。 

 

【住宅関連機器部門】 

住宅関連機器部門では、住宅市場においては昨年の改正建築基準法の混乱が続いており、新設住宅着工

戸数は前年を下回っており、リフォーム需要も低迷しております。従いまして、住宅設備機器市場を取り

巻く環境は熾烈な価格競争や原材料・資材価格の高騰などにさらされ非常に厳しい状況が続きました。 

こうした急速な市場環境の悪化に対し、販売体制面では営業拠点の再編を進め、首都圏・広域広島圏域

の営業強化と諸経費の削減を推し進めました。また、生産面においては原材料価格・原油価格の一段の高

騰が続いたなか製造原価の低減に取り組み、収益の改善に努めてまいりました。 

しかしながら、当社の主力製品である鋳物ホーロー浴槽を始めとして集合住宅向けの木製建具、洗面化

粧台、浴室ユニット等の需要が大きく減少いたしました。マンホール鉄ふたの需要は公共部門の停滞によ

り市場が一段と縮小しており引き続き減少いたしました。 

この結果、当部門の売上高は９億 46 百万円（前年同期比 22.4％減）となりました。 
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（当期の見通し） 

    当下半期は、世界経済の減速懸念、原材料高を背景とした企業収益の悪化懸念による設備投資や個人消

費の伸びの鈍化など先行きの景気の下振れリスクがあり、予断を許さない状況にあります。 

 

    このような状況の中、部門別の見通しは次のとおりであります。 

【産業機械関連機器部門】 

産業機械関連機器部門につきましては、原油などエネルギー・原材料価格の高騰が響き、企業の景況

感が悪化し、設備投資の伸びの鈍化が予想されますが、主要取引先である工作機械、造船メーカーは依

然として高い水準の受注残高を抱えており、概ね堅調な受注が期待されます。しかしながら、鉄原料の

高騰等による原材料価格への影響など不透明な要素も多い事業環境にあります。 

     当社では、25 トン電気炉の稼働によって、生産能力の拡大、稼働の効率化によるコスト削減で、競争

力の強化を図ってまいります。 

 

【住宅関連機器部門】 

住宅関連機器部門につきましては、産業機械関連機器部門と同様に原材料価格の高騰による影響に加

え、景気回復の足踏みや資材価格の高騰、住宅ローン金利の上昇などで住宅需要は低迷が続くものとみ

られ、当部門を取り巻く事業環境は厳しさが増してきております。  

このような環境下で自社製品を中心とした営業力の強化、機能性を高めた新製品開発、コスト削減に

よる競争力の強化を図ってまいります。 

 

         以上により、当期の業績につきましては、先行き不透明な要素が多いことから当初予想を据え置き、

売上高 67 億円（前年同期比 0.9％増）、営業利益３億 50 百万円（前年同期比 38.8％減）、経常利益４億

円（前年同期比 39.9％減）、当期純利益２億 70 百万円（前年同期比 27.8％減）を見込んでおります。 

 

（2）財政状態に関する分析 

   ①資産・負債・純資産の状況に関する分析 

     当中間会計期間末における資産合計は、前期末と比べ１億 11 百万円減少し、70 億 22 百万円となりま

した。 

流動資産は主に売掛金、棚卸資産が増加したものの現金及び預金、受取手形が減少したことから前期

末と比べ２億 32 百万円減少し 32 億 17 百万円となりました。固定資産は主に株価の下落によって投資

有価証券が減少したものの機械及び装置、建設仮勘定等が増加し、前期末と比べ１億 20 百万円増加し

38 億４百万円となりました。 

      当中間会計期間末における負債合計は、前期末と比べ１億 64 百万円減少し 38 億 63 百万円となりま

した。 

流動負債は主に支払手形、買掛金が増加したものの短期借入金、未払金、未払法人税等が減少したこ

とから前期末と比べ３億 11 百万円減少し 31 億 58 百万円となりました。 

固定負債は主に長期借入金が増加し、前期末と比べ１億46百万円増加し７億４百万円となりました。 

     当中間会計期間末における純資産は、前期末と比べ 52 百万円増加し 31 億 59 百万円となりました。

これは利益剰余金の増加を株価下落によるその他有価証券評価差額金の減少が一部打ち消したことに

よるものです。 

     この結果、自己資本比率は前期末と比べ 1.5％増加し 45.0％となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ４億 12 百

万円減少し４億 80 百万円となりました。 

     各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

 

  （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、１億 20 百万円（前年同期は 61 百万円の資金獲得）となりました。こ

れは主に税引前中間純利益２億 68 百万円、減価償却費１億 43 百万円などによって得られた資金を売上債

権の増加 30 百万円、たな卸資産の増加１億 50 百万円等で使用し、更に法人税等の支払額１億 52 百万円

支払ったことよるものであります。 

 

  （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、４億 21 百万円（前年同期は３億 49 百万円の資金使用）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４億 63 百万円を行ったことによるものであります。 

 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動の結果使用した資金は、１億 11 百万円（前年同期は１億 10 百万円の資金使用）となりました。

これは主に、長期借入金の純減少 43 百万円、配当金 67 百万円の支払によるものであります。 

 

〈参考〉キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成16年 

12月期 

平成17年 

12月期 

平成18年 

12月期 

平成19年 

12月期 

平成20年12月

中 間 期 

自己資本比率 35.4 41.4 42.1 43.5 45.0 

時価ベースの自己資本比率 46.4 71.9 56.6 38.8 36.7 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率  2.5  4.0  2.4  2.4  5.9 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 19.8 14.4 26.9 24.8  9.4 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 （注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

 （注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注３）有利子負債は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

います。 

（注４）キャッシュ・フロー対有利子負債比率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、株主の皆様に対する継続的な利益還元を重要課題の一つと考えており、安定的な配当に配慮し、

経営成績に応じて行うことを基本としております。 

内部留保金は、財務体質の強化及び事業活動の強化のための設備投資の資金として活用し、中長期的な

業績の向上につながるものとし、株主の皆様のご期待に応えてまいる所存であります。 

この方針のもと、当期の期末配当金につきましては、１株当たり５円の配当を予定しております。 
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 （4）事業等のリスク 

   当社の経営成績及び財政状態に影響を及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が、こ

れらに限定されるものではありません。 

   ①市場環境 

    当社は、工作機械鋳物部品、船舶用ディーゼルエンジン鋳物部品等の製造、加工、販売及び鋳物ホーロ

ー浴槽等の住宅関連機器の製造、販売を行っております。従いまして、設備投資、建設投資等の動向に急

激な変化が生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。 

   ②原材料価格の変動 

    当社は、原料として銑鉄、鋼屑、非鉄金属、コークス等を使用しております。これらの原材料等の価格

変動に対しましては、価格転嫁、生産性の向上等で吸収を図っておりますが、市況が高騰し、予想を上回

る原材料価格の上昇が起こった場合には、当社の経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。 

   ③有価証券の価格変動 

    当社は、金融機関、販売、仕入に係る取引先その他の会社の株式を保有しております。株価の変動が起

こった場合には、当社の経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。 

   ④保有不動産の価格変動 

  当社は、事業用不動産及び投資不動産を保有しております。事業環境の変化や不動産価格市況の変動な

どによって時価が著しく下落した場合には、当社の経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性がありま

す。 

 ⑤災害 

    当社は、災害を想定した事業継続に関する基本計画を策定しておりますが、想定を上回る災害が発生し

た場合には、当社の経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。 

    

 

２．企業集団の状況 

 当グループは、当社及び子会社１社で構成され、当社は産業機械関連機器部門と住宅関連機器部門の２部門で

事業活動を行っております。 

 事業内容は次のとおりであります。 

①産業機械関連機器部門 

工作機械鋳物部品、工作機械周辺機器、産業機械鋳物部品及びディーゼルエンジン鋳物部品の製造加工など

を行っております。 

②住宅関連機器部門 

鋳物ホーロー浴槽、マンホール鉄ふた、景観製品、その他の日用品鋳物、木製建具などの製造販売を行って

おります。 

 子会社は、浴室用品の販売を行っておりますが、連結財務諸表規則第５条第２項により連結の範囲から除いて

も当企業集団の財政状態及び経営成績に関して合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいので、連結財務諸

表は作成しておりません。 
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３．経営方針 

（1）経営の基本方針 

   当社は、『大和の精神に徹し、品位を保持する』『一切の恩を感じ、感謝の日暮しをする』『当社の一員た

ることを自覚し、誇りを矜持する』という社是のもと、地域社会に信頼される企業として業績の向上に努め

ております。 

当社の経営方針は次のとおりであります。 

①「鋳物づくり（鋳物技術）」にこだわり鋳物製品を通して各方面に展開する。 

②「品質・コスト・納期」の徹底した改善を通じて顧客満足に貢献する。 

③「ものづくりは人づくりから」、知識・技能向上、継承で競争力ある企業を構築する。 

④時代や市場の変化を捉えて、新しい鋳物づくりに挑戦すると同時に、社内環境・システムの整備を図

る。 

これらの方針に基づき、顧客ニーズ、市場環境の変化に対してスピーディに対応できる体制の構築を 

目指しております。 

  

（2）目標とする経営指標 

   当社は、長期的収益力の向上を図り、健全経営を確立維持するために、売上高経常利益率 10％以上、総資

本経常利益率８％以上を安定的に達成できる経営体質の構築を目指しております。 

 

（3）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

   当社は、「顧客第一主義」を基本に長年培ってきた技術に裏打ちされた製品をユーザーに提供していくこ

と、即ち、徹底的に品質にこだわり、お客様に支持される製品を提供することで、事業環境に左右されにく

く安定的に収益の確保が図れる強固な企業体質を構築していくことを目指しております。具体的には、次の

ような施策に取り組んでおります。 

   ①生産革新及び生産管理の徹底、強化 

     顧客対応力の強化と製品競争力強化のため、引き続き生産革新運動「ＤＡＳＨ21」へ継続的に取り組

み、生産性の改善によるトータルコスト削減と短納期に対応できる効率的、有効的な生産体制の確立を

目指しています。 

     本社工場では、生産量の増大を目指して 25 トン電気炉２基の導入を進めておりますが、その工事は

順調に進捗しています。これによって、既存の主力受注先である工作機械やディーゼルエンジン分野に

加え、その他産業機械関連分野からの要請にも柔軟に対応できる体制を整えられます。 

     吉田工場では、Ｖプロセスラインの更新や小型鋳物部品である機械鋳物部品の増産体制強化に取り組

んでいます。 

   ②自社製品の販売増大及び販売体制の強化 

  住宅関連機器部門においては、高付加価値の自社製品である鋳物ホーロー浴槽やこだわりの風呂であ

るやまと風呂（五右衛門風呂・羽釜風呂・陶器風呂・磁器風呂・木風呂）の拡販を重点施策として掲げ

ています。また、鋳物ホーロー浴槽の新機種の開発にも積極的に取り組んでおります。 

販売体制面では、ＯＥＭ先・新規ルートの開拓等幅広い展開も行うとともに、営業拠点の再編を進め、

首都圏・広域広島圏域の営業強化を図っています。 

   ③人材の育成 

     これまで培ってきた技能の伝承はもとより更に高度化させ、「ダイワブランド」として顧客から厚い

信頼を寄せられる高い品質の製品を供給する企業として人材の育成に取り組み現場力の向上を図ってい

ます。このため、日本鋳造協会主催の鋳造カレッジに計画的に人員を派遣し中核人材の育成に向けた取

り組みを強化しております。 
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４．中間財務諸表等

（1）中間貸借対照表

（資産の部）

Ⅰ流動資産

１ 現金及び預金 681,960 645,880 1,060,262

２ 受取手形 506,242 291,114 407,019

３ 売掛金 1,268,837 1,330,911 1,184,089

４ たな卸資産 752,827 907,330 755,866

５ その他 32,891 43,689 45,118

貸倒引当金 △ 1,000 △ 1,000 △ 2,000

流動資産合計 3,241,759 45.1 3,217,925 45.8 △ 23,834 3,450,356 48.4

Ⅱ固定資産

１ 有形固定資産

建物 239,367 252,245 250,843

機械及び装置 671,522 847,832 798,639

土地 360,106 372,873 372,873

その他 149,353 437,833 274,893

    計 1,420,350 1,910,784 490,434 1,697,249

２ 無形固定資産 17,883 15,723 △ 2,160 16,243

３

投資有価証券 2,224,859 1,633,943 1,715,987

投資不動産 198,850 183,844 187,983

その他 101,783 87,895 87,135

貸倒引当金 △ 22,160 △ 20,550 △ 20,550

投資損失引当金 － △ 6,700 －

　計 2,503,334 1,878,433 △ 624,901 1,970,556

固定資産合計 3,941,567 54.9 3,804,941 54.2 △ 136,626 3,684,049 51.6

資産合計 7,183,327 100.0 7,022,867 100.0 △ 160,460 7,134,406 100.0

投資その他の資産

(1)

(2)

(3)

(4)

対前中間
期比

増減
（千円）

区分

前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

構成比
（％）

(1)

(2)

(3)

前事業年度要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

金額　（千円）
構成比
（％）

金額　(千円)金額　(千円）
構成比
（％）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

- 8 -
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（負債の部）

Ⅰ流動負債

１支払手形 988,901 1,176,534 1,099,876

２買掛金 282,113 328,519 306,906

３短期借入金 1,286,040 1,168,240 1,388,040

４未払金 125,786 113,922 220,171

５未払法人税等 132,745 96,904 154,740

６賞与引当金 32,000 31,000 37,000

７その他 176,363 243,610 263,195

流動負債合計 3,023,950 42.1 3,158,732 45.0 134,782 3,469,930 48.7

Ⅱ固定負債

１長期借入金 214,160 245,120 69,140

２繰延税金負債 510,285 268,471 297,370

３退職給付引当金 75,132 92,787 91,588

４ 41,775 42,387 43,825

５その他 56,135 56,135 56,135

固定負債合計 897,489 12.5 704,902 10.0 △ 192,587 558,059 7.8

負債合計 3,921,439 54.6 3,863,634 55.0 △ 57,805 4,027,989 56.5

前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

対前中間
期比

前事業年度要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分

役員退職慰労引当金

金額　(千円)
構成比
（％）

増減
（千円）

金額　（千円）
構成比
（％）

金額　(千円）
構成比
（％）

- 9 -
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(純資産の部）

Ⅰ株主資本

１  資本金 651,000 9.1 651,000 9.3 － 651,000 9.1

２  資本剰余金

(1)資本準備金 154,373 154,373 154,373

   資本剰余金合計 154,373 2.1 154,373 2.2 － 154,373 2.2

３  利益剰余金

(1)利益準備金 126,000 126,000 126,000

(2)その他利益剰余
   金

   別途積立金 1,110,000 1,410,000 1,110,000

   繰越利益剰余金 382,314 346,055 547,004

　 利益剰余金合計 1,618,314 22.5 1,882,055 26.8 263,741 1,783,004 25.0

４  自己株式 △ 4,059 △0.0 △ 4,423 △0.1 △ 364 △ 4,240 △ 0.1

　 株主資本合計 2,419,628 33.7 2,683,005 38.2 263,377 2,584,137 36.2

Ⅱ

   評価差額金 11.7 6.8 7.3

純資産合計 3,261,888 45.4 3,159,232 45.0 △ 102,656 3,106,417 43.5

7,183,327 100.0 7,022,867 100.0 △ 160,460 7,134,406 100.0

476,227 522,279

7.3

増減
（千円）

金額　(千円)
構成比
（％）

476,227 522,279△ 366,032

△ 366,032

前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

対前中間
期比

前事業年度要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

構成比
（％）

金額　(千円）
構成比
（％）

区分 金額　（千円）

評価・換算差額等

842,259

１ その他有価証券
842,259

負債 ･ 純資産合計

評価・換算差額等合計 11.7 6.8

- 10 -
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（2）中間損益計算書

Ⅰ売上高 3,205,646 100.0 3,447,353 100.0 241,707 6,638,326 100.0

Ⅱ売上原価 2,467,751 77.0 2,747,948 79.7 280,197 5,168,409 77.9

売上総利益 737,894 23.0 699,405 20.3 △ 38,489 1,469,917 22.1

Ⅲ 443,159 13.8 463,955 13.5 20,796 898,088 13.5

営業利益 294,735 9.2 235,449 6.8 △ 59,286 571,828 8.6

Ⅳ営業外収益 77,546 2.4 77,890 2.2 344 157,136 2.4

Ⅴ営業外費用 25,120 0.8 29,263 0.8 4,143 63,457 1.0

経常利益 347,161 10.8 284,076 8.2 △ 63,085 665,506 10.0

Ⅵ特別利益 7,201 0.2 2,679 0.1 △ 4,522 8,555 0.1

Ⅶ特別損失 1,887 0.0 17,784 0.5 15,897 12,257 0.1

－ － 29,380

法人税等調整額 13,977 143,342 4.5 6,925 102,125 3.0 △ 41,217 2,039 287,980 4.4

209,133 6.5 166,845 4.8 △ 42,288 373,823 5.6

256,560

区分

前中間会計期間

（自 平成19年１月１日

　　至 平成19年６月30日）

当中間会計期間

（自 平成20年１月１日

　　至 平成20年６月30日）

前事業年度要約損益計算書

661,804 10.0268,971 7.8 △ 83,504

（自 平成19年１月１日

　　至 平成19年12月31日）

販売費及び一般管理費

増減
（千円）

金額　(千円)
百分比
（％）

金額　（千円）
百分比
（％）

金額　(千円）

税引前中間（当期）
純利益
法人税・住民税及び
事業税

中間（当期）純利益

対前中間
期比

百分比
（％）

352,475 11.0

129,365 95,200

過年度法人税等

- 11 -
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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19年１月１日　至平成19年６月30日）

資本金

別途積立
金

繰越利益剰
余金

平成18年12月31日　残高
（千円）

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当　 △ 67,799 △ 67,799 △ 67,799

　中間純利益 209,133 209,133 209,133

　別途積立金の積立て 200,000 △ 200,000 － －

  自己株式の取得 △ 102 △ 102

  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

　（千円）
平成19年６月30日　残高
　（千円）

平成18年12月31日　残高
（千円）

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当

　中間純利益

　別途積立金の積立て

  自己株式の取得

  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

　（千円）

平成19年６月30日　残高
　（千円）

368,556

3,261,888

純資産合計

2,893,332

△ 67,799

209,133

－

△ 102

227,325

その他有価
証券評価
差額金

評価・換算
差額等合

計

842,259 842,259

227,325 227,325

614,934 614,934

227,325 227,325

141,231

評価・換算差額等

1,618,314 2,419,628

△ 102

382,314 △ 4,059651,000 154,373

△ 3,957 2,278,397

－ － － － 200,000 △ 58,666 141,333

651,000 154,373 154,373

株主資本

資本剰余金

資本準備
金

資本剰余
金合計

利益準備
金

利益剰余金
合計

株主資本
合計

自己株式

利益剰余金

154,373 126,000 1,110,000

その他利益剰余金

126,000 910,000 1,476,980440,980
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当中間会計期間　（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

資本金

別途積立
金

繰越利益剰
余金

平成19年12月31日　残高
（千円）

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当　 △ 67,795 △ 67,795 △ 67,795

　中間純利益 166,845 166,845 166,845

　別途積立金の積立て 300,000 △ 300,000 － －

  自己株式の取得 △ 182 △ 182

  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

　（千円）
平成20年６月30日　残高
　（千円）

平成19年12月31日　残高
（千円）

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当

　中間純利益

　別途積立金の積立て

  自己株式の取得

  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

　（千円）

平成20年６月30日　残高
　（千円）

利益剰余金

154,373 126,000 1,410,000

その他利益剰余金

126,000 1,110,000 1,783,004547,004154,373 154,373

株主資本

資本剰余金

資本準備
金

資本剰余
金合計

利益準備
金

利益剰余金
合計

株主資本
合計

自己株式

△ 4,240 2,584,137

－ － － － 300,000 △ 200,949 99,050

651,000

98,867

評価・換算差額等

1,882,055 2,683,005

△ 182

346,055 △ 4,423651,000 154,373

その他有価
証券評価
差額金

評価・換算
差額等合

計

476,227 476,227

△ 46,052 △ 46,052

522,279 522,279

△ 46,052 △ 46,052

52,815

3,159,232

純資産合計

3,106,417

△ 67,795

166,845

－

△ 182

△ 46,052
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前事業年度の株主資本等変動計算書　（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

資本金

別途積立
金

繰越利益剰
余金

平成18年12月31日　残高
（千円）

事業年度中の変動額

　剰余金の配当　 △ 67,799 △ 67,799 △ 67,799

　当期純利益 373,823 373,823 373,823

　別途積立金の積立て 200,000 △ 200,000 － －

  自己株式の取得 △ 283 △ 283

  株主資本以外の項目の事業
  年度中の変動額 （純額）

事業年度中の変動額合計

　（千円）
平成19年12月31日　残高
　（千円）

平成18年12月31日　残高
（千円）

事業年度中の変動額

　剰余金の配当　

　当期純利益

　別途積立金の積立て

  自己株式の取得

  株主資本以外の項目の事業

  年度中の変動額 （純額）

事業年度中の変動額合計

　（千円）

平成19年12月31日　残高
　（千円）

213,085

3,106,417

純資産合計

2,893,332

△ 67,799

373,823

－

△ 283

△ 92,655

その他有価
証券評価
差額金

評価・換算
差額等合
計

522,279 522,279

△ 92,655 △ 92,655

614,934 614,934

△ 92,655 △ 92,655

305,740

評価・換算差額等

1,783,004 2,584,137

△ 283

547,004 △ 4,240651,000 154,373

△ 3,957 2,278,397

－ － － － 200,000 106,023 306,023

651,000 154,373 154,373

株主資本

資本剰余金

資本準備
金

資本剰余
金合計

利益準備
金

利益剰余金
合計

株主資本
合計

自己株式

利益剰余金

154,373 126,000 1,110,000

その他利益剰余金

126,000 910,000 1,476,980440,980
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増減（千円）

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間（当期）純利益 352,475 268,971 △ 83,504 661,804

減価償却費 87,161 143,099 55,938 185,778

貸倒引当金の増減額 （減少：△） △ 12,048 △ 1,000 11,048 △ 12,658

賞与引当金の増減額 （減少：△） △ 2,000 △ 6,000 △ 4,000 3,000

役員賞与引当金の増減額 （減少：△） △ 11,000 － 11,000 △ 11,000

退職給付引当金の増減額 （減少：△） △ 23,991 1,199 25,190 △ 7,536

前払年金費用の増減額 （増加：△） △ 429 △ 203 226 △ 781

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 2,050 △ 1,437 △ 3,487 4,100

投資損失引当金の増減額 （減少：△） － 6,700 6,700 －

受取利息及び受取配当金 △ 15,132 △ 14,832 300 △ 25,927

支払利息 12,156 12,171 15 24,703

災害による保険金 － △ 943 △ 943 －

災害による損失 － 638 638 －

投資有価証券評価損 － 8,996 8,996 －

有形固定資産処分損益 1,887 739 △ 1,148 5,047

投資不動産賃貸収入 △ 50,225 △ 48,981 1,244 △ 99,207

投資不動産賃貸費用 12,868 12,016 △ 852 25,650

売上債権の増減額 （増加：△） △ 98,085 △ 30,917 67,168 85,884

たな卸資産の増減額 （増加：△） △ 81,961 △ 150,227 △ 68,266 △ 85,000

仕入債務の増減額 （減少：△） 29,370 98,271 68,901 165,138

未払消費税等の増減額 （減少：△） △ 9,742 △ 26,720 △ 16,978 △ 8,336

その他 35,581 813 △ 34,768 5,830

　　　小　　計 228,933 272,355 43,422 916,490

利息及び配当金の受取額 14,888 14,878 △ 10 25,748

利息の支払額 △ 12,146 △ 12,793 △ 647 △ 24,676

災害による保険金収入 － 943 943 －

災害による支払額 － △ 638 △ 638 －

役員保険積立金の増減額 （増加：△） △ 1,678 △ 1,665 13 △ 3,298

法人税等の支払額 △ 168,458 △ 152,314 16,144 △ 303,449

　営業活動によるキャッシュ・フロー 61,538 120,765 59,227 610,814

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △ 1,500 △ 1,500 － △ 3,899

有形固定資産の取得による支出 △ 187,846 △ 463,094 △ 275,248 △ 355,151

無形固定資産の取得による支出 △ 2,405 △ 1,600 805 △ 2,655

投資不動産の賃貸による収入 50,225 48,981 △ 1,244 99,207

投資不動産の賃貸による支出 △ 8,247 △ 7,851 396 △ 16,407

定期預金の預入による支出 △ 200,001 △ 125,000 75,001 △ 210,001

定期預金の払戻による収入 － 127,099 127,099 200,000

その他 110 1,108 998 1,730

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 349,663 △ 421,855 △ 72,192 △ 287,177

（4）中間キャッシュ・フロー計算書

項　　目

(自 平成19年１月１日 (自 平成19年１月１日

金額　(千円）金額　(千円） 金額　(千円）

　　　　　　　　　　　   　  期　　別
前事業年度の要約キャ

ッシュ・フロー計算書

 至 平成19年12月31日) 至 平成19年６月30日)

(自 平成20年１月１日

 至 平成20年６月30日)

対前中間
期比

前中間会計期間 当中間会計期間
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大和重工㈱（5610） 平成20年12月期　中間決算短信（非連結）

増減（千円）

Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 200,000 200,000 100,000

短期借入金の返済による支出 － △ 200,000 △ 200,000 △ 100,000

長期借入れによる収入 － 200,000 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △ 43,020 △ 243,820 △ 200,800 △ 86,040

配当金の支払額 △ 67,101 △ 67,190 △ 89 △ 67,361

その他 △ 102 △ 182 △ 80 △ 283

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 110,224 △ 111,193 △ 969 △ 153,684

Ⅳ.現金及び現金同等物の増減額 △ 398,349 △ 412,283 △ 13,934 169,952

Ⅴ.現金及び現金同等物の期首残高 723,210 893,163 169,953 723,210

Ⅵ.現金及び現金同等物の中間期末（期末） 324,861 480,880 156,019 893,163

残高

(自 平成19年１月１日

 至 平成19年12月31日)

(自 平成19年１月１日

金額　(千円） 金額　(千円） 金額　(千円）

　　　　　　　　　　　   　 期　　別

項　　目

前事業年度の要約キャ

ッシュ・フロー計算書

 至 平成20年６月30日) 至 平成19年６月30日)

前中間会計期間 当中間会計期間

(自 平成20年１月１日

対前中間
期比
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大和重工㈱（5610） 平成20年12月期　中間決算短信（非連結）

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．資産の評価基準及 (1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券

び評価方法 子会社株式 子会社株式 子会社株式

　総平均法による原価法 同左 同左

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

 時価のあるもの  時価のあるもの  時価のあるもの

中間決算期末前１ヵ月の 同左 決算期末前１ヵ月の市場

市場価格の平均に基づく 価格の平均に基づく時価

時価法（評価差額は、全 法（評価差額は、全部純

部純資産直入法により処 資産直入法により処理し、

理し、売却原価は移動平 売却原価は移動平均法に

均法により算定） より算定）

 時価のないもの  時価のないもの  時価のないもの

総平均法による原価法 同左 同左

(2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産

商品・製品・仕掛品 商品・製品・仕掛品 商品・製品・仕掛品

 総平均法による原価法 同左 同左

原材料 原材料 原材料

 移動平均法による原価法 同左 同左

貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品

 最終仕入原価法による原価 同左 同左

 法

２．固定資産の減価償 (1)有形固定資産（投資不動産を (1)有形固定資産（投資不動産を (1)有形固定資産（投資不動産を

却の方法 含む） 含む） 含む）

　 定率法によっております。 同左 同左

　 ただし、平成10年４月１日以

 降取得した建物（建物附属設備

 は除く）については、定額法に

 よっております。

　 また、取得価額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年間均等償却をし

 ております。

　 なお、主な耐用年数は以下の

 とおりであります。

　 建物 ３～65年

機械装置 ７～12年

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産

　 定額法によっております。 同左 同左

ただし、ソフトウェア（自社

利用分）については、社内に

おける利用可能期間（５年）

に基づいております。

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に 同左 同左

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。

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自　平成19年１月１日

  至　平成19年６月30日)

(自　平成20年１月１日

  至　平成20年６月30日)

(自　平成19年１月１日

  至　平成19年12月31日)
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大和重工㈱（5610） 平成20年12月期　中間決算短信（非連結）

(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 同左 　従業員の賞与の支給に備え

るために、支給見込額のうち るために、翌事業年度の支給

当中間会計期間対応額を計上 見込額のうち、当期対応額を

しております。 見積もって計上しております。

(3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える 同左 　従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における ため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の 退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中間会計 見込額に基づき、計上してお

期間末において発生している ります。

と認められる額を計上してお 　なお、会計基準変更時差異

ります。 (672百万円）については15年

　なお、会計基準変更時差異 による按分額を費用処理して

(672百万円）については15年 おります。

による按分額を費用処理して 　数理計算上の差異について

おります。 は、各事業年度の発生時にお

　数理計算上の差異について ける従業員の平均残存勤務期

は、各事業年度の発生時にお 間内の一定の年数（14年）に

ける従業員の平均残存勤務期 よる定額法により按分した額

間内の一定の年数（14年）に をそれぞれ発生の翌事業年度

よる定額法により按分した額 から費用処理することとして

をそれぞれ発生の翌事業年度 おります。

から費用処理することとして

おります。

(4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に 同左 　役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく中 備えるため、内規に基づく期

間期末要支給額を計上してお 末要支給額を計上しておりま

ります。 す。

(5)投資損失引当金 (5)投資損失引当金 (5)投資損失引当金

　投資有価証券、出資金等の

投資に対する損失に備えるた

め、投資先の資産内容等を勘

案して計上しております。

４．中間キャッシュ・ 　 手許現金、要求払預金及び取 同左 同左

　  フロー計算書  得日から３か月以内に満期日の

（キャッシュ・フロ 到来する流動性の高い容易に換

 ー計算書）におけ  金可能であり、かつ価格の変動

 る資金の範囲  について僅少なリスクしか負わ

 ない短期的な投資からなってお

 ります。

　 税抜方式によっております。 同左 同左

  至　平成20年６月30日)

(自　平成19年１月１日

  至　平成19年12月31日)

５．消費税等の会計処
　　理

－－

  至　平成19年６月30日)

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自　平成19年１月１日 (自　平成20年１月１日
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大和重工㈱（5610） 平成20年12月期　中間決算短信（非連結）

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

 (有形固定資産の減価償却の方法）  (有形固定資産の減価償却の方法）

　　当中間会計期間より、平成19年度の法 　当事業年度より、平成19年度の法人税

　人税法改正に伴い、平成19年４月１日以 　法改正に伴い、平成19年４月１日以降取

　降取得した有形固定資産について、改正 　得した有形固定資産について、改正後の

　後の法人税法に基づく減価償却の方法に 　法人税法に基づく減価償却の方法に変更

　変更しております。 　しております。

  なお、この変更に伴う、営業利益、経 なお、この変更に伴う、営業利益、経

　常利益及び税引前中間純利益に与える影 　常利益及び税引前当期純利益に与える影

　響は軽微であります。 　響は軽微であります。

追加情報

 (既存資産の残存簿価の処理方法の変更）

　　平成19年度の法人税法改正に伴い、当

　中間会計期間より、平成19年３月31日以

　前に取得した有形固定資産のうち、償却

　可能額までの償却が終了しているものに

　ついては、残存価額を５年間で均等償却

　しております。

なお、この変更に伴い、売上総利益は

　 15,476千円、営業利益、経常利益、税引

　 前中間純利益はそれぞれ15,910千円減少

　 しております。

―

  至　平成19年６月30日)   至　平成20年６月30日)   至　平成19年12月31日)

―

前中間会計期間

  至　平成19年６月30日)

前事業年度当中間会計期間
(自　平成20年１月１日

  至　平成19年12月31日)
(自　平成19年１月１日 (自　平成19年１月１日

  至　平成20年６月30日)

(自　平成19年１月１日 (自　平成20年１月１日 (自　平成19年１月１日

―

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
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大和重工㈱（5610） 平成20年12月期　中間決算短信（非連結）

注記事項

（中間貸借対照表関係）

１. 有形固定資産に対する減価償却 １. 有形固定資産に対する減価償却 １. 有形固定資産に対する減価償却

  累計額   累計額   累計額

千円 千円 千円

２. 投資不動産の減価償却累計額 ２. 投資不動産の減価償却累計額 ２. 投資不動産の減価償却累計額

千円 千円 千円

３. 担保提供資産 ３. 担保提供資産 ３. 担保提供資産

有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産

千円 千円 千円

投資その他の資産 （投資不動産） 投資その他の資産 （投資不動産） 投資その他の資産 （投資不動産）

千円 千円 千円

４．中間期末日満期手形 ４．中間期末日満期手形 ４. 期末日満期手形

    当中間会計期間末日満期手形の会 　　当期末日満期手形の会計処理につ

　計処理ついては、手形交換日をもっ 　いては、手形交換日をもって決済処

　て決済処理しております。 　理しております。

　 したがって、当中間会計期間末日は 　 したがって、当期末日は金融機関　

　金融機関の休業日に該当するため、 　の休業日に該当するため、期末日満

  期末日満期手形が次のとおり含まれ   期手形が次のとおり含まれておりま

　ております。 　す。

受取手形 千円 受取手形 千円

支払手形 千円 支払手形 千円

５．消費税等の表示方法 ５. ５.

　　仮受消費税及び仮払消費税は相殺

  のうえ、流動負債の「その他」とし

  て表示しております。

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間　（自　平成19年１月１日　至　平成19年６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

発行済株式

普通株式 － －

合計 － －

自己株式

普通株式　（注）

合計

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加 340株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

株式の種類

20,005

340

340

20,005

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加株
式数 （株）

13,580,000

13,580,000

33,316

24,142

－ 20,345

当中間会計期間減少株
式数 （株）

20,345

13,580,000

13,580,000

－

同　左

145,177151,119

39,424

24,272

前中間会計期間

  至　平成19年６月30日)

前事業年度

5,478,893

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日

5,376,607

  至　平成19年12月31日)

5,328,159

(自　平成19年１月１日

当中間会計期間末株式
数 （株）

(自　平成19年１月１日
  至　平成20年６月30日)

745,071 830,621 852,584

50,39541,661 46,256

148,051
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大和重工㈱（5610） 平成20年12月期　中間決算短信（非連結）

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(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

  該当事項はありません。

当中間会計期間　（自　平成20年１月１日　至　平成20年６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

発行済株式

普通株式 － －

合計 － －

自己株式

普通株式　（注）

合計

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加 977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

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(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

該当事項はありません。

前事業年度　（自　平成19年１月１日　至　平成19年12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

発行済株式

普通株式 － －

合計 － －

自己株式

普通株式　（注）

合計

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加 980株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

平成19年12月31日 平成20年3月31日
定時株主総会

（円）

平成20年3月28日
普通株式 67,795 5.0

平成18年12月31日 平成19年３月30日
定時株主総会

決議 株式の種類
配当金の総額 １株当たり配当額

基準日 効力発生日
（千円）

平成19年３月29日
普通株式 67,799 5.0

基準日 効力発生日
（千円） （円）

決議 株式の種類
配当金の総額 1株当たり配当額

20,005 980 － 20,985

20,005 980 － 20,985

当事業年度末株式数
（株）

13,580,000 13,580,000

13,580,000 13,580,000

株式の種類
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）

20,985 977 － 21,962

20,985 977 － 21,962

当中間会計期間末株式
数 （株）

13,580,000 13,580,000

13,580,000 13,580,000

株式の種類
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）
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(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

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

   現金及び現金同等物の中間期末残    現金及び現金同等物の中間期末残    現金及び現金同等物の期末残高と

高と中間貸借対照表に記載されている 高と中間貸借対照表に記載されている 貸借対照表に記載されている科目の

科目の金額との関係 科目の金額との関係 金額との関係

千円 千円 千円

67,795

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配
当額（円）

5.00

配当金の総額

（千円）

平成20年３月28日

定時株主総会

株式の種類

普通株式

決議

平成20年３月31日平成19年12月31日

効力発生日基準日

前事業年度

現金及び預金勘定 681,960

当中間会計期間前中間会計期間

現金及び預金勘定

(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

1,060,262

893,163480,880

超える定期預金

預入期間が３か月を
△ 357,099 △ 167,099

超える定期預金

預入期間が３か月を

(自　平成20年１月１日
  至　平成20年６月30日)

△ 165,000
超える定期預金

現金及び預金勘定 645,880

預入期間が３か月を

現金及び現金同等物現金及び現金同等物 324,861 現金及び現金同等物

（千円） （円）
基準日 効力発生日

配当金の総額 １株当たり配当額

67,799 5.0 平成18年12月31日 平成19年3月30日
平成19年３月29日

定時株主総会

株式の種類決議

普通株式

- 22 -



大和重工㈱（5610） 平成20年12月期　中間決算短信（非連結）

（有価証券関係）

　前中間会計期間末　（平成19年６月30日現在）

１. その他有価証券で時価のあるもの

２. 時価評価されていない主な有価証券の内容

子会社株式

その他有価証券

　非上場株式

　当中間会計期間末　（平成20年６月30日現在）

１. その他有価証券で時価のあるもの

２. 時価評価されていない主な有価証券の内容

子会社株式

その他有価証券

　非上場株式

　前事業年度末　（平成19年12月31日現在）

１. その他有価証券で時価のあるもの

２. 時価評価されていない主な有価証券の内容

子会社株式

その他有価証券

　非上場株式

合計 747,360 1,518,479 771,119

株式 747,360 1,518,479 771,119

差額　

(千円） (千円） (千円）

株式 752,456 2,124,395

取得原価 中間貸借対照表計上額

752,456 2,124,395

（千円）

1,371,939

1,371,939合計

（千円）

(千円） (千円） (千円）

中間貸借対照表計上額

計

15,000

100,464

計 115,464

取得原価 中間貸借対照表計上額 差額　

100,464

115,464

中間貸借対照表計上額

15,000

1,600,523 845,666

取得原価 貸借対照表計上額 差額　

(千円） (千円） (千円）

計 115,464

貸借対照表計上額

（千円）

15,000

区分

区分

区分

100,464

合計 754,856 1,600,523 845,666

株式 754,856
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（１株当たり情報）

 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

 １株当たり中間純利益 １株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益

 　なお、潜在株式調整後１株当たり  　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  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。  式がないため記載しておりません。

（注）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。

 中間（当期）純利益（千円）

 普通株主に帰属しない金額（千円）

 期中平均株式数（株）

（デリバティブ取引関係）

　当社は、デリバティブ取引を全く行ってないので、前中間会計期間、当中間会計期間、前事業年度とも該当事項は

ありません。

（その他）

(1) 商品・製品売上高実績

 

(2) 製品期中受注高及び受注残高

 

1,622,370

前中間会計期間 当中間会計期間

産 業 機 械 関 連 機 器 受 注 残 高 1,505,940 1,881,569

産 業 機 械 関 連 機 器 受 注 高 2,004,545 2,754,626 4,586,111

(自 平成19年１月１日 (自 平成20年１月１日 (自 平成19年１月１日

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

1,219,828 946,292 2,186,060

  至 平成19年６月30日)   至 平成20年６月30日)   至 平成19年12月31日)

3,205,646 3,447,353 6,638,326

前事業年度

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

産 業 機 械 関 連 機 器 1,985,818 2,501,061 4,452,265

前事業年度

(自 平成19年１月１日 (自 平成20年１月１日 (自 平成19年１月１日

前中間会計期間 当中間会計期間

  至 平成19年６月30日)   至 平成20年６月30日)   至 平成19年12月31日)

(自 平成19年１月１日
  至 平成19年12月31日)

166,845

209,133

13,559,890 13,558,750

373,823

233.02円

12.31円

229.10円

27.57円

前事業年度
(自　平成19年１月１日

  至　平成19年12月31日)

前事業年度

240.55円

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日

  至　平成19年６月30日)

  至 平成20年６月30日)

前中間会計期間
(自 平成19年１月１日

  至 平成19年６月30日)

当中間会計期間

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日

  至　平成20年６月30日)

 普通株式に係る中間（当期）純利益
 （千円）

166,845

209,133

－

15.42円

同左

(自 平成20年１月１日

－

373,823

13,559,528

－

期　別

部　門

期　別

部　門

住 宅 関 連 機 器

合 計
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