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１．平成20年６月中間期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 48,387 △8.3 4,230 △30.6 5,564 △39.4 3,053 △51.6

19年６月中間期 52,741 7.3 6,100 8.2 9,182 19.2 6,313 18.6

19年12月期 107,640 － 11,685 － 16,736 － 10,914 －

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

20年６月中間期 80 38 ― ―

19年６月中間期 159 92 ― ―

19年12月期 280 90 ― ―

（参考）持分法投資損益 20年６月中間期 ―百万円 19年６月中間期 ―百万円 19年12月期 ―百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年６月中間期 222,337 205,881 92.6 5,469 44

19年６月中間期 237,020 217,971 92.0 5,699 42

19年12月期 230,960 213,314 92.4 5,577 84

（参考）自己資本 20年６月中間期 205,881百万円 19年６月中間期 217,971百万円 19年12月期 213,314百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年６月中間期 3,796 △8,695 △5,261 63,741

19年６月中間期 6,111 4,592 △11,185 74,147

19年12月期 15,447 3,687 △13,531 76,897

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

円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 61 00 62 00 123 00

20年12月期 61 00 －

20年12月期（予想） － 62 00 123 00

　（注）平成20年12月期中間期末配当金の内訳　特別配当31円00銭

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12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 99,000 △8.0 8,400 △28.1 11,300 △32.5 7,000 △35.9 185 96
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 １社 （社名　万宝至馬達貿易深圳有限公司） 除外 １社 （社名　萬宝至精工香港有限公司）

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年６月中間期 46,475,881株 19年６月中間期 47,075,881株 19年12月期 47,075,881株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 8,833,691株 19年６月中間期 8,831,362株 19年12月期 8,832,718株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年６月中間期の個別業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 34,419 △7.7 1,731 △10.8 9,740 △18.2 6,189 △32.0

19年６月中間期 37,285 16.1 1,941 △13.3 11,901 16.1 9,100 13.3

19年12月期 75,643 － 3,924 － 16,145 － 11,587 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年６月中間期 162 93

19年６月中間期 230 52

19年12月期 298 21

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年６月中間期 180,885 163,388 90.3 4,340 57

19年６月中間期 185,056 164,729 89.0 4,307 26

19年12月期 180,538 163,215 90.4 4,267 83

（参考）自己資本 20年６月中間期 163,388百万円 19年６月中間期 164,729百万円 19年12月期 163,215百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12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 70,200 △7.2 3,700 △5.7 12,300 △23.8 8,100 △30.1 215 18

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページの「通期の見通

し」をご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当中間連結会計期間の経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、景気減速が現実として感じられる状況となりました。海外に目を転じま

しても、米国経済は、サブプライムローン問題が継続し、住宅投資や個人消費等が減速に転じました。米国経済の影響

を強く受ける日欧経済、日欧米経済の影響を受けるアジア経済の構図には大きな変化が無く、中国など高い成長を持続

していた国々にも明確な減速感が出始めています。

　このような景況下、当社のモーター販売実績をみますと、数量は前年同期比3.1％減少、金額は前年同期比8.2％減少

しました。また、第１四半期決算で発表した当中間期販売計画に対しましては、数量は2.1％減少、金額は1.7％増加と

なりました。これらの結果、当中間期売上高は483億８千７百万円（前年同期比8.3％減）となり、その大半を占めるモー

ター売上高は483億２千７百万円（前年同期比8.2％減）となっております。主な減収要因は、円高の継続であります。

営業利益は、製品機種構成の改善による増益効果はあったものの、銅や鉄などの素材価格の高騰や、労務費をはじめと

する製造経費の増加、新生産拠点の先行投資等のコストアップ要因が上回り、42億３千万円（前年同期比30.6％減）と

なりました。経常利益につきましては、ドル金利の低下に伴う財務運用益（受取利息等）の減少に加え、円高で前年同

期の為替差益が差損に転じたこともあり、55億６千４百万円（前年同期比39.4％減）となりました。中間純利益は、金

融市場の悪化による投資有価証券の評価損と、客先クレームに対応する支払賠償金を特別損失に計上したことなどによ

り、30億５千３百万円（前年同期比51.6％減）となりました。

　次に、当社の主たる事業でありますモーター部門の用途市場別動向と販売状況についてご説明いたします。

① 自動車電装機器市場

　安全性、利便性、快適性、経済性を求め、電装化が引き続き進むとともに、車一台当たりに搭載される小型モーター

数も増え、順調に成長を持続しました。

　既存の主要用途であるミラー、ドアロック用等の販売は、高シェアを維持しつつ順調に推移しました。戦略製品であ

るパワーウインドウ用ユニットも新規搭載車種の増加など好調が継続し、大きく伸長しました。ステアリングロック、

電動パーキングブレーキ、光軸調整用等も順調に推移しております。当該市場における売上高は213億８千万円（前年同

期比0.1％増）と増加しました。

② 音響・映像機器市場

　カーCD用は、BRICs諸国向けの販売増により堅調を継続しております。据置型CD用は、市場縮小が継続し減少、DVDプ

レーヤー用は、北米市場の販売落ち込みに伴い減少しました。当該市場における売上高は85億１千１百万円（前年同期

比19.9％減）と減少しました。

③ 情報・通信機器市場

　インクジェットプリンター用は、横ばいで推移しました。デジタルカメラ用、PCドライブ用とも価格競争が続く中、

採算性を重視したためシェアダウンしました。当該市場における売上高は74億２千８百万円（前年同期比9.9％減）と減

少しました。

④ 家電機器・工具・玩具・模型市場

　シェーバー、ドライヤーなどの美容関連機器用や、血圧計、マッサージャーなどの健康関連機器用は、堅調に推移し

ました。電動工具用は、プロ用高出力向けが拡大し増加しました。当該市場における売上高は110億７百万円（前年同期

比11.3％減）と減少しました。

 

単独決算の状況

　当中間会計期間の単独業績につきましては、売上高は円高などにより344億１千９百万円（前年同期比7.7％減）とな

りました。営業利益は、円高による仕入原価の減少で原価率は改善したものの売上総利益が減少し、販売費及び一般管

理費が横ばいとなったことで17億３千１百万円（前年同期比10.8％減）となりました。経常利益につきましては、ドル

金利の低下に伴う財務運用益（受取利息等）の減少や、円高による関係会社からの受取配当金の減少などにより97億４

千万円（前年同期比18.2％減）となりました。中間純利益につきましては、前年同期に計上した投資有価証券売却益の

減少、金融市場の悪化に伴う投資有価証券評価損および客先クレームに対応する支払賠償金を特別損失に計上したこと

などにより61億８千９百万円（前年同期比32.0％減）となりました。

　なお、当期の中間配当金につきましては、年初に公表しました予想配当どおり、１株当たり61円とさせていただきま

す。

 

通期の見通し

　通期見通しにつきましては、円高や原油価格高騰、原材料価格の高止まりなどに加えて、米国経済の減速により当下

半期の世界経済の減速が鮮明になるものと予測されております。

　当社の最大の仕向先である自動車電装機器市場は、米国自動車販売の減少が確実となり、厳しい環境が予測されます

が、既存用途においては他の地域向けの販売増や装備率のアップで、戦略製品であるパワーウインドウ用ユニットにお
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いては新規顧客への供給開始などで増加するものと予想しております。家電機器・工具市場、情報・通信機器市場につ

いてはやや減少、音響・映像機器市場向けは継続的な減少が予想されます。全体としても円高の影響が大きく、売上高

は、前期比8.0％の減少を予想しております。

　業績面につきましては、営業利益は、製品機種構成の改善や下半期の操業度アップによる増益要因が見込まれますが、

引き続き材料費や労務費など製造コストの増加が見込まれ、前期比28.1％減少する見通しです。経常利益および当期純

利益は、ドル金利低下に伴う金利収入の減少や、上半期に計上した特別損失の影響、中国等での法人税率上昇などが見

込まれ、前期比それぞれ32.5％、35.9％減少するものと予想しております。

　平成20年12月期の通期業績見通しは、次の通りであります。

 

 １．連結業績見通し 売 上 高 990億円 （前期比　△8.0％） 

 営業利益   84億円 （前期比 △28.1％） 

 経常利益   113億円 （前期比 △32.5％） 

 当期純利益    70億円 （前期比 △35.9％） 

２．単独業績見通し 売 上 高 702億円 （前期比　△7.2％） 

 営業利益 37億円 （前期比　△5.7％） 

 経常利益 123億円 （前期比 △23.8％） 

 当期純利益 81億円 （前期比 △30.1％） 

 

　なお、上記業績見通しにおける為替レートにつきましては、上半期は実績、下半期は1米ドル100円を前提としており

ます。また、下半期の為替差損益は見込んでおりません。

 

注）上記の業績予想に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づいております。業績は、今後の様々な要因に

　　より見通しと異なることがあります。その要因のうち、主なものは以下のとおりであります。

　　・ 円ならびにアジア通貨の為替相場の変動

　　・ 当社の事業領域を取り巻く経済環境・需要動向等の変化

　　・ 新技術・新製品等の急速な技術革新

　　・ 鉄、銅等の相場の変動

　ただし、業績に影響を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません。

(2）財政状態に関する分析

資産、負債および純資産の状況

　当中間連結会計期間末の連結総資産合計は、前中間連結会計期間末に対して146億８千３百万円減少し、2,223億３千

７百万円となりました。変動の大きかった主なものは、現金及び預金の減少167億２千９百万円、有価証券の増加127億

１千９百万円、投資有価証券の減少39億８千６百万円などであります。

　負債合計は前中間連結会計期間末に対して25億９千３百万円減少し164億５千５百万円となりました。主なものは、繰

延税金負債の減少16億６千９百万円、未払法人税等の減少15億８千９百万円、その他固定負債の増加10億４千１百万円

などであります。

　純資産合計は、前中間連結会計期間末に対して120億８千９百万円減少し、2,058億８千１百万円となりました。主な

ものは、その他有価証券評価差額金の減少24億１千３百万円、為替換算調整勘定の減少97億２千７百万円、自己株式の

消却に伴う自己株式（純資産のマイナス項目）の減少19億５千４百万円と利益剰余金の減少19億３百万円などでありま

す。

　１株当たり純資産は5,469.44円、自己資本比率は92.6％となりました。

 

キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは37億９千６百万円の収入であり、前中間連結会計

期間に対し23億１千５百万円減少しました。これは主に税金等調整前中間純利益が減少したことなどによるものです。 

　投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間より132億８千８百万円少ない86億９千５百万円の支出と

なりました。これは主に有価証券・投資有価証券の取得による支出が売却による収入を上回ったことによるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の買付額の減少により、前中間連結会計期間より59億２千４百万円

支出が減少し、52億６千１百万円の支出となりました。

　この結果、現金及び現金同等物の残高は、前中間連結会計期間末から104億６百万円減少し、637億４千１百万円とな

りました。
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当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りであります。

 

 
平成18年
６月中間期

平成18年
12月期

平成19年
６月中間期

平成19年
12月期

平成20年
６月中間期

自己資本比率（％） 93.0 92.5 92.0 92.4 92.6

時価ベースの自己資本比

率（％）
118.5 127.8 121.8 111.6 97.5

※ 各指標はいずれも連結ベースの財務諸表数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

　・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

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※ 当社は有利子負債がないため、債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりませ

　 ん。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は会社の成長・発展に必要な研究開発ならびに設備投資用資金を内部留保によって賄い、財務の健全性を維持し

つつ、長期安定的な配当と業績に応じた増配・株式分割などの利益還元を積極的に行うことを基本的な方針としており

ます。

　配当につきましては、原則的な算定基準として、長期安定的な配当である普通配当として、１株につき年60円を継続

的に実施し、これに事業成果としての連結純利益の20％を１株当たりに換算した特別配当金を併せて実施することにし

ております。通期の実際配当額は、この算定基準をベースにして、業績の著しい下方修正がある場合を除き、期中に公

表している予想配当額を下回らないものとしております。

　自己株式の取得につきましては、2002年から2008年6月までに、公開買付または市場買付の実施および単元未満株式の

買取りにより合計で9,433,691株を取得し、600,000株を消却しております。今後も株価や経営環境の変化に対する機動

的な対応、資本政策および株主に対する利益還元の一方法として、適宜自己株式取得を実施してまいります。

　なお、内部留保資金は、企業価値の増大を図るため、既存事業の一層の強化・深化ならびに将来の成長分野への投資

に充当することにしております。

 

(4）事業等のリスク

①　経済状況の変化

　顧客の製品に搭載される当社製品の需要は、当社グループが販売している多様な市場における経済状況の影響を

受けます。したがって、日本、北米、欧州、アジアを含む当社グループの主要市場における景気後退およびそれに

ともなう需要の縮小等は、当社グループの業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

②　為替レートの変動

　海外子会社の財務諸表上の現地通貨建ての項目は、連結財務諸表を作成するために円換算されております。した

がって、換算時の為替レートにより円換算後の計上額が影響を受けることになります。特に米ドルに対する円高は

当社グループの連結業績に悪影響を及ぼし、円安は好影響をもたらします。

　当社グループが生産を行う地域の通貨価値の上昇は、それらの地域における現地通貨建ての製造と調達のコスト

を押し上げます。コストの増加は当社グループの利益率と価格競争力を低下させ、業績に悪影響を及ぼします。

③　新製品・新技術の開発

　新製品の開発と販売のプロセスは、その性質から複雑かつ不確実なものであり、様々なリスクが含まれます。

　当社グループが市場ニーズの変化を十分に予想できず、魅力ある新製品をタイムリーに開発できない場合、また

は当社製品が陳腐化するような技術革新等が生じた場合には、当社グループの業績および財務状況に大きな影響を

及ぼす可能性があります。

④　価格競争

　当社グループは、電気・電子機器、機械等製造業界に属する多様な分野の企業を顧客としておりますが、これら

業界における価格競争は大変厳しいものになっております。このような環境下で、価格はすべての分野において大

きな競争要因になっており、中国競合メーカーの台頭等もあって、競争はさらに激化しております。

　販売価格の下落が長期にわたって続きコストダウン活動がこれに追いつかない場合、当社グループの業績および

財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
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⑤　国際的経済取引および海外進出に潜在するリスク

　当社グループの事業活動の大部分は欧州、北米、アジア各国等で行われております。

　これら海外における事業活動においては、政治・経済環境の変動、インフラストラクチャーの未整備、法律や税

務その他の諸制度の変動、社会的混乱等のリスクが内在しております。

　例えば当社グループは、生産活動の多くを中国およびベトナムにおいて行っております。同国における政治また

は法環境の変化、経済状況の変化、雇用環境その他の社会環境変化等、予期せぬ事象の発生が生産・販売活動に大

きな問題を生じさせ、これが業績と財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

⑥　製品の品質

　当社グループのすべての製品について大きな品質問題が発生しないという保証はありません。品質問題が発生し

た場合、その賠償額は、当社グループ製品を搭載した最終製品の品質に与える影響に左右されます。万一、大規模

な製品クレームまたはリコールや製造物責任賠償に繋がるような製品の欠陥が発生した場合は、多額のコストの発

生や信用の失墜による売上の低下を招き、当社グループの業績と財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

⑦　知的財産保護

　知的財産の獲得は、当社グループの成長を大きく左右するものと認識しております。しかしながら特定の地域で

は、固有の事由によって当社グループの知的財産権が完全に保護されない場合があります。その場合、当社グルー

プの知的財産を第三者が無断使用し、類似製品を製造することによって損害を受けることや、その他の技術やノウ

ハウ等が流出し他社で利用されることにより競争優位性を損なう可能性がある一方、当社グループが他社の知的財

産を侵害したと主張される可能性もあります。

　知的財産権における保護の失敗や侵害、その他の知的財産の流出は、当社グループの業績および財務状況に大き

な影響を及ぼす可能性があります。

⑧　人材獲得と育成

　当社グループは、激しい企業競争を勝ち抜くため、関連分野における能力の高い従業員、殊に高度な科学・技術

に通じたエンジニアや、ビジネス戦略、組織運営といったマネジメント能力に優れた人材の確保、育成が不可欠で

あり、世代の交代を超えて常に充実・向上させることが必要であると認識しております。一方で、これら人材の積

極的採用と継続的な育成には、コストを必要とします

　業界において、優秀な人材を獲得するための競争も非常に激しく、人材の流動化など雇用環境の変化も起きてい

る現在、必ずしも求める人材の継続的な確保ができるとは限りません。優秀な人材の獲得や人材育成が計画どおり

に進まなかった場合、長期的視点から、当社グループの業績および財政状況に大きな影響を及ぼす可能性がありま

す。

⑨　原材料等の調達

　当社グループが外部から調達している原材料等の種類によっては、限られた供給元に依存するものがあります。

　こうした供給元における事故その他の事由による原材料等の供給中断、需要の急増による供給不足等が発生する

可能性があります。これらが長期にわたり、代替品の入手が困難な場合、当社グループの生産活動に大きな影響を

及ぼし、顧客への製品の納入や品質の確保に支障をきたす可能性があります。また、これらの価格が急騰し、製造

コストの上昇を招くことも考えられます。

　このような事態が生じた場合、当社グループの業績および財政状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

⑩　自然災害や事故

　当社グループは国際分業体制を確立し、世界各国で事業活動を行っており、各拠点において工場や事務所等の施

設・設備を保有しております。当社グループは、これら拠点における災害や事故発生等のリスクの顕在化防止また

は保険の付保を含む損害低減策を講じておりますが、本社および各拠点における災害、事故等による事業活動中断

の影響を完全に防止し、または計画どおりに低減できる保証はありません。このような不測の事態が生じた場合は、

当社グループの業績および財産状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

 

 

一

般

市

場 

 
 製品の供給 
 
 
 部品及び生産機器の供給 

[当社] 

マブチモーター株式会社 

東莞萬宝至電機 

設備製造有限公司 

(東莞マブチ) 

萬宝至実業有限公司 

(香港マブチ) 

生
産
子
会
社
所
在
地
一
般
市
場 

萬宝至馬達股份 

有限公司 

(高雄マブチ) 

萬宝至馬達大連 

有限公司 

(大連マブチ) 

華渕電機工業股份 

有限公司 

(台湾マブチ) 

華渕電機江蘇 

有限公司 

(江蘇マブチ) 

萬宝至馬達瓦房店 

有限公司 

(瓦房店マブチ) 

マブチモーター 

ベトナム Ltd. 

(ベトナムマブチ) 

マブチモーター 

ダナン Ltd. 

(ダナンマブチ) 

マブチモーター 

アメリカ Corp. 

(アメリカマブチ) 

マブチモーター 

シンガポールPte.Ltd. 

(シンガポールマブチ) 

万宝至馬達上海 

有限公司 

(上海マブチ) 

マブチモーター 

ヨーロッパ GmbH 

(ヨーロッパマブチ) 

マブチモーター 

コリア株式会社 

(韓国マブチ) 

万宝至馬達貿易 

深圳有限公司 

(深圳マブチ) 

※その他連結子会社が海外に１社、非連結子会社が国内に１社存在します。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、人々の豊かな生活を支える小型モーターのリーディングカンパニーであり続けるために、新たな成長段階

に向けた創造活動を続けております。

　「経営理念：国際社会への貢献とその継続的拡大」は、当社の遺伝子であり、創業当時から未来永劫受け継がれて

行く当社経営の根幹をなす考え方であります。この「経営理念」の実現に至る道筋を「マブチの経営ビジョン」とし

てまとめ、グループ全体で共有しております。

　経営ビジョンは、「経営理念」に基づく貢献をどのように捉え、いかに具現化するかを「経営基軸」で明確にする

とともに、企業活動を遂行する際の行動指針を「経営指針」として明示しております。

経営基軸

　経営上の意思決定を行ううえでの「規範」となる考え方で、次のとおりであります。

① より良い製品をより安く供給することにより、豊かな社会と人々の快適な生活の実現に寄与すること

② 広く諸外国において雇用機会の提供と技術移転を行い、それらの国の経済発展と国際的な経済格差の平準化に

　貢献する

③ 人を最も重要な経営資源と位置付け、仕事を通じて人を活かし、社会に役立つ人を育てる

④ 地球環境と人々の健康を犠牲にすることのない企業活動を行う

経営指針

　経営指針は、「小型モーターの専門メーカーとしてその社会的ニーズを的確に把握し、それに即した製品をより

早く、より安く、安定的に供給する」ための当社の企業活動を方向付けるとともに、企業としてどのような行動を

とるべきかを示すものであります。

　また、海外拠点経営指針は、当社と進出国との共存共栄をベースとした、海外拠点経営の基本的な考え方を明示

したものです。

経営指針

　① 汎用性を重視した製品を開発し、その最適生産条件を整備する

　② 価値分析に徹した製品の開発改良と部品・材料共通化を徹底する

　③ 高度加工技術とムダの極小化によるコストダウンを追求する

　④ 新市場を開拓し、適正占有率を確保する

　⑤ 適材適所による人材の活用と業務を通じた人材育成を行う

　⑥ 環境負荷の極小化と安全の追求を基本とした企業活動を推進する

　⑦ 長期安定的視点に立つ経営施策を推進する

海外拠点経営指針

　① 長期的な視点に立ち、進出国との共存共栄を図る

　② 各拠点の強みを活かした国際分業体制を確立し、国際競争力を維持・拡大する

　③ 社会への貢献を重視するマブチの企業文化の浸透と知識・技術の移転を推進する

(2）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題

① 重点事業の展開

　主力事業である小型DCブラシ付モーター事業の可能性を最大限追求するという事業方針の下、市場性の高い用途

と新分野をいち早く成長機会につなげる今後の重点強化事業を「自動車電装用途、特にパワーウインドウ用の拡販」

に定め展開を継続してまいります。

　重点事業の早期拡大のために事業ポートフォリオの変革を加速するとともに、本社リソースの戦略的機種への傾

斜配分を行い、当社の得意分野を深く掘り下げながら新分野の可能性を開き、自社の強みを発揮できる分野を広げ

てまいります。

② 生産技術革新

　これまで、当面の需給バランス見直しにともない、全生産拠点において、余剰生産能力の削減と規模の適正化を

目的とする間締め・省スペース化を推進してまいりましたが、今後はこれをさらに推し進めて、全設備・工程を対

象に生産現場の工程簡素化と構内物流の効率化、最短化に注力してまいります。

　また、生産拠点に蓄積されている最も効果的、効率的な生産技術を掘り起こし、これを活用した省人化設備を作

業負荷の高い工程から順次導入しておりますが、この取り組みを加速するために「生産革新センター」を立ち上げ

ました。
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　こうした、真に実りのある生産技術革新を早期に実現し、高品質と低コストを両立させた筋肉質な製造基盤を確

立することで、今後の成長モデルの競争力を磐石なものにしてまいります。

③ 生産拠点の再編

　現在、当社生産の約８割を担う中国では人件費の高騰、人材定着率の悪化、人民元高といった生産活動に対する

様々なリスクが顕在化してきております。こうした状況下において、競合メーカーとの相対的コスト競争力の維持・

向上を確かなものにするため、生産拠点再編の重点施策として賃金優位性が高く、輸出競争力のあるベトナム生産

拠点の活用率を高めてまいります。

　具体的には、2011年までに中国での生産比率を約６割とし、現状約２割の生産比率に止まるベトナムでの生産を

４割程度まで高めていく予定です。これに合わせて、スペース改善により、工場面積を縮小しても十分な生産能力

を確保できるとの確信が得られたことから、生産体制最適化の過程の中で生産拠点毎の生産能力適正化を図ってま

いります。

　また、主力の製品用途が音響映像から自動車電装にシフトし、求められる品質管理レベルが一段と高まる中、こ

れに対応できる生産拠点造りが喫緊の課題となっております。自動車メーカーが要求する品質を確実に作り込める

体制を構築するために、用途ごとに異なる品質へのウエイトの大きさに応じて大型電装用モーターの生産拠点を特

定し、品質水準の一層のレベルアップを果してまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金   71,203   54,474  △16,729  61,269  

２　受取手形及び
売掛金

  17,036   14,830  △2,205  15,145  

３　有価証券   17,316   30,036  12,719  30,250  

４　棚卸資産   19,089   18,923  △166  18,048  

５　繰延税金資産   1,196   1,310  114  1,375  

６　その他   2,012   1,451  △561  1,206  

貸倒引当金   △330   △273  56  △290  

流動資産合計   127,525 53.8  120,753 54.3 △6,771  127,006 55.0

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

（1）建物及び構築
物

 46,330   43,954    45,028   

減価償却累計
額

 25,510 20,819  25,335 18,619  △2,200 25,345 19,683  

（2）機械装置及び
運搬具

 49,035   44,325    46,175   

減価償却累計
額

 38,932 10,103  34,839 9,486  △616 36,293 9,881  

（3）工具・器具及
び備品

 15,579   14,552    14,904   

減価償却累計
額

 13,448 2,131  12,384 2,167  36 12,717 2,186  

（4）土地   6,203   6,030  △172  6,190  

（5）建設仮勘定   1,292   1,117  △175  894  

有形固定資産合
計

  40,549 17.1  37,421 16.8 △3,128  38,835 16.8

２　無形固定資産   619 0.3  565 0.3 △53  585 0.3

３　投資その他の資
産

           

（1）投資有価証券 ※１  66,636   62,649  △3,986  63,172  

（2）長期貸付金   150   123  △27  133  

（3）繰延税金資産   122   124  1  129  

（4）その他   1,419   701  △717  1,098  

貸倒引当金   △1   △1  ―  △1  

投資その他の資
産合計

  68,327 28.8  63,597 28.6 △4,729  64,532 27.9

固定資産合計   109,495 46.2  101,583 45.7 △7,911  103,953 45.0

資産合計   237,020 100.0  222,337 100.0 △14,683  230,960 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12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
（％）

増減
(百万円)

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

  4,859   4,389  △469  3,948  

２　未払法人税等   2,892   1,302  △1,589  2,676  

３　賞与引当金   210   241  31  248  

４　生産子会社閉鎖
損失引当金

※２  340   346  5  346  

５　役員賞与引当金   41   27  △13  81  

６　その他   4,951   5,516  564  5,185  

流動負債合計   13,294 5.6  11,824 5.3 △1,469  12,485 5.4

Ⅱ　固定負債            

１　繰延税金負債   4,965   3,295  △1,669  3,793  

２　退職給付引当金   182   197  15  187  

３　役員退職給与引
当金

  510   ―  △510  1,094  

４　その他   96   1,137  1,041  84  

固定負債合計   5,753 2.4  4,630 2.1 △1,123  5,160 2.2

負債合計   19,048 8.0  16,455 7.4 △2,593  17,645 7.6

            

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  20,704 8.8 20,704 9.3 ― 20,704 9.0

２　資本剰余金  20,419 8.6 20,419 9.2 ― 20,419 8.8

３　利益剰余金  238,714 100.7 236,810 106.5 △1,903 240,983 104.3

４　自己株式  △73,426 △31.0 △71,471 △32.1 1,954 △73,436 △31.8

株主資本合計  206,412 87.1 206,463 92.9 51 208,671 90.3

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評
価差額金

 3,613 1.5 1,200 0.5 △2,413 1,956 0.9

２　為替換算調整勘定  7,945 3.4 △1,782 △0.8 △9,727 2,686 1.2

評価・換算差額等合
計

 11,558 4.9 △582 △0.3 △12,141 4,643 2.1

純資産合計  217,971 92.0 205,881 92.6 △12,089 213,314 92.4

負債純資産合計  237,020 100.0 222,337 100.0 △14,683 230,960 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   52,741 100.0  48,387 100.0 △4,354  107,640 100.0

Ⅱ　売上原価   37,462 71.0  35,120 72.6 △2,341  77,207 71.7

売上総利益   15,279 29.0  13,266 27.4 △2,012  30,433 28.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  9,178 17.4  9,035 18.7 △143  18,747 17.4

営業利益   6,100 11.6  4,230 8.7 △1,869  11,685 10.9

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  1,565   1,110    3,232   

２　受取配当金  83   87    163   

３　為替差益  796   ―    131   

４　スクラップ材料売
却収入

 507   724    1,230   

５　その他  313 3,266 6.2 164 2,086 4.3 △1,179 596 5,354 4.9

Ⅴ　営業外費用            

１　株式関係費  50   32    72   

２　遊休資産減価償却費  15   19    30   

３　土壌修復関係費  6   6    12   

４　為替差損  ―   605    ―   

５　その他  111 183 0.4 88 752 1.5 568 188 304 0.3

経常利益   9,182 17.4  5,564 11.5 △3,618  16,736 15.5

Ⅵ　特別利益            

１　固定資産処分益 ※２ 128   728    293   

２　投資有価証券売却益  390   ―    390   

３　過年度受取利息  ―   186    ―   

４　その他 　 ― 519 1.0 0 914 1.9 395 1 686 0.7

Ⅶ　特別損失            

１　固定資産処分損 ※３ 49   27    157   

２　減損損失 ※４ 25   ―    24   

３　臨時退職金 ※５ 8   5    48   

４　投資有価証券売却損  17   4    98   

５　投資有価証券評価損  ―   814    ―   

６　ゴルフ会員権評価損  9   ―    9   

７　貸倒引当金繰入  0   ―    0   

８　役員退職給与引当金繰
入額

 ―   ―    552   

９　支払賠償金
※６
　

― 110 0.2 920 1,771 3.7 1,660 ― 891 0.8

税金等調整前
中間（当期）純利益

  9,591 18.2  4,707 9.7 △4,883  16,530 15.4
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

法人税、住民税及び事
業税

※７ 3,277   1,654    5,851   

法人税等調整額 ※７ ― 3,277 6.2 ― 1,654 3.4 △1,623 △235 5,615 5.3

中間（当期）純利益   6,313 12.0  3,053 6.3 △3,260  10,914 10.1
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本合

計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,704 20,419 234,893 △64,733 211,284 3,478 4,454 7,932 219,217

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △2,492  △2,492    △2,492

中間純利益   6,313  6,313    6,313

自己株式の取得    △8,692 △8,692    △8,692

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）

     135 3,490 3,626 3,626

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
― ― 3,821 △8,692 △4,871 135 3,490 3,626 △1,245

平成19年６月30日　残高

（百万円）
20,704 20,419 238,714 △73,426 206,412 3,613 7,945 11,558 217,971

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本合

計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成19年12月31日　残高

（百万円）
20,704 20,419 240,983 △73,436 208,671 1,956 2,686 4,643 213,314

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △2,371  △2,371    △2,371

中間純利益   3,053  3,053    3,053

自己株式の取得    △2,889 △2,889    △2,889

自己株式の消却   △4,854 4,854     ―

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）

     △755 △4,469 △5,225 △5,225

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
  △4,172 1,965 △2,207 △755 △4,469 △5,225 △7,432

平成20年６月30日　残高

（百万円）
20,704 20,419 236,810 △71,471 206,463 1,200 △1,782 △582 205,881
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前連結会計年度の連結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）

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本合

計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,704 20,419 234,893 △64,733 211,284 3,478 4,454 7,932 219,217

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △2,492  △2,492    △2,492

剰余金の配当   △2,332  △2,332    △2,332

当期純利益   10,914  10,914    10,914

自己株式の取得    △8,702 △8,702    △8,702

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額

（純額）

     △1,522 △1,767 △3,289 △3,289

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
  6,089 △8,702 △2,613 △1,522 △1,767 △3,289 △5,902

平成19年12月31日　残高

（百万円）
20,704 20,419 240,983 △73,436 208,671 1,956 2,686 4,643 213,314

 （注）平成19年３月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（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19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

     

１　税金等調整前
中間（当期）純利益

 9,591 4,707 △4,883 16,530

２　減価償却費  2,406 2,120 △286 4,913

３　減損損失  25 ― △25 24

４　退職給付引当金の増
加額

 1 378 376 603

５　生産子会社閉鎖損失
引当金の減少額

 △168 ― 168 △163

６　受取利息及び受取配
当金

 △1,648 △1,383 264 △3,396

７　為替差損（△益）  △246 892 1,138 388

８　有価証券および投資
有価証券売却損
（△益）

 △373 4 377 △292

９　有形固定資産除売却
益

 △29 △724 △695 △161

10　投資有価証券評価損  ― 814 814 ―

11　売上債権の増加額  △1,810 △32 1,777 △742

12　棚卸資産の増加額  △452 △1,728 △1,276 △470

13　仕入債務の増加額  604 1,365 760 210

14　その他  △597 △988 △390 164

小計  7,302 5,424 △1,878 17,610

15　利息及び配当金の受
取額

 1,648 1,273 △375 3,388

16　利息の支払額  △0 ― 0 ―

17　法人税等の支払額  △2,839 △2,902 △62 △5,552

営業活動による
キャッシュ・フロー

 6,111 3,796 △2,315 15,447
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（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19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

     

１　定期預金の預入によ
る支出

 △9,171 △13,179 △4,007 △26,073

２　定期預金の払戻によ
る収入

 6,994 9,503 2,509 27,173

３　有価証券の取得によ
る支出

 △4,392 △6,998 △2,605 △14,704

４　有価証券の売却によ
る収入

 4,271 7,999 3,728 13,769

５　固定資産の取得によ
る支出

 △1,976 △2,002 △25 △3,903

６　固定資産の売却によ
る収入

 279 1,084 805 589

７　投資有価証券の取得
による支出

 △1,107 △6,541 △5,434 △7,150

８　投資有価証券の売却
による収入

 9,259 1,505 △7,753 12,823

９　その他  435 △68 △503 1,163

投資活動による
キャッシュ・フロー

 4,592 △8,695 △13,288 3,687

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

     

１　配当金の支払額  △2,492 △2,371 121 △4,828

２　自己株式の取得によ
る支出

 △8,692 △2,889 5,803 △8,702

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △11,185 △5,261 5,924 △13,531

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 1,990 △2,994 △4,984 △1,346

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額

 1,508 △13,155 △14,663 4,257

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 72,639 76,897 4,257 72,639

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１
　

74,147 63,741 △10,406 76,897
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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

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数  16社

萬宝至実業有限公司（香港）、

マブチモーターアメリカコーポ

レーション（米国）、萬宝至馬

達股份有限公司（台湾）、萬宝

至馬達大連有限公司（中国）、

華渕電機工業股份有限公司（台

湾）、マブチモーターマレーシ

アセンディリアンベルハド（マ

レーシア）、華渕電機江蘇有限

公司（中国）、マブチモーター

シンガポールプライベートリミ

テッド（シンガポール）、マブ

チモーターヨーロッパゲーエム

ベーハー（ドイツ）、萬宝至馬

達瓦房店有限公司（中国）、マ

ブチモーターベトナムリミテッ

ド（ベトナム）、マブチモー

ターダナンリミテッド（ベトナ

ム）、東莞萬宝至電機設備製造

有限公司（中国）、萬宝至精工

香港有限公司（香港）、万宝至

馬達上海有限公司（中国）、マ

ブチモーターコリア株式会社

（韓国）

(1）連結子会社の数  16社

萬宝至実業有限公司（香港）、

マブチモーターアメリカコーポ

レーション（米国）、萬宝至馬

達股份有限公司（台湾）、萬宝

至馬達大連有限公司（中国）、

華渕電機工業股份有限公司（台

湾）、マブチモーターマレーシ

アセンディリアンベルハド（マ

レーシア）、華渕電機江蘇有限

公司（中国）、マブチモーター

シンガポールプライベートリミ

テッド（シンガポール）、マブ

チモーターヨーロッパゲーエム

ベーハー（ドイツ）、萬宝至馬

達瓦房店有限公司（中国）、マ

ブチモーターベトナムリミテッ

ド（ベトナム）、マブチモー

ターダナンリミテッド（ベトナ

ム）、東莞萬宝至電機設備製造

有限公司（中国）、万宝至馬達

上海有限公司（中国）、マブチ

モーターコリア株式会社（韓

国）、万宝至馬達貿易深圳有限

公司（中国）

上記のうち、万宝至馬達貿易深

圳有限公司（中国）につきまし

ては、当中間連結会計期間にお

いて新たに設立したため、連結

の範囲に含めております。

また、萬宝至精工香港有限公司

（香港）につきましては、清算

が結了したため、連結の範囲か

ら除いております。

(1）連結子会社の数　16社 

萬宝至実業有限公司（香港）、

マブチモーターアメリカコーポ

レーション（米国）、萬宝至馬

達股份有限公司（台湾）、萬宝

至馬達大連有限公司（中国）、

華渕電機工業股份有限公司（台

湾）、マブチモーターマレーシ

アセンディリアンベルハド（マ

レーシア）、華渕電機江蘇有限

公司（中国）、マブチモーター

シンガポールプライベートリミ

テッド（シンガポール）、マブ

チモーターヨーロッパゲーエム

ベーハー（ドイツ）、萬宝至馬

達瓦房店有限公司（中国）、マ

ブチモーターベトナムリミテッ

ド（ベトナム）、マブチモー

ターダナンリミテッド（ベトナ

ム）、東莞萬宝至電機設備製造

有限公司（中国）、萬宝至精工

香港有限公司（香港）、万宝至

馬達上海有限公司（中国）、マ

ブチモーターコリア株式会社

（韓国）

 (2）非連結子会社名

株式会社マブチ興産

(2）非連結子会社名

株式会社マブチ興産

(2）非連結子会社名

株式会社マブチ興産

 連結の範囲から除いた理由

非連結子会社の総資産、売上

高、中間純損益（持分に見合

う額）および利益剰余金（持

分に見合う額）等は当該会社

間取引に係る消去計算を行う

前でいずれも僅少であり、中

間連結財務諸表に及ぼす影響

は軽微であるので除外してお

ります。

連結の範囲から除いた理由

同左

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合

う額）および利益剰余金（持

分に見合う額）等は当該会社

間取引に係る消去計算を行う

前でいずれも僅少であり、連

結財務諸表に及ぼす影響は軽

微であるので除外しておりま

す。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

２　持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用会社

該当ありません。

(1）持分法適用会社

同左

(1）持分法適用会社

同左

 (2）持分法非適用会社

上記の１(2）に記載した非連結

子会社

(2）持分法非適用会社

同左

(2）持分法非適用会社

同左

 持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、中間純

損益（持分に見合う額）およ

び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対

象から除いても中間連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用か

ら除外しております。

持分法を適用しない理由

同左

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、当期純

損益（持分に見合う額）およ

び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除

外しております。

３　連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社の中間決算日と中間連結

決算日は一致しております。

同左 連結子会社の事業年度末日と連結決

算日は一致しております。

４　会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準および評

価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）重要な資産の評価基準および評

価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1）重要な資産の評価基準および評

価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

 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

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

期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ②　デリバティブ

時価法

ただし、現物商品に係るデリ

バティブ取引のうち、当初か

ら現物を受け渡すことが明ら

かなものは、金融商品会計基

準の対象外であるため、時価

評価を行っておりません。

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

 ③　棚卸資産

ａ　当社

主として総平均法による原

価法

ただし、原材料のうち市中

相場のある非鉄金属（銅）

および貴金属（金・銀・パ

ラジウム）の素材について

は、総平均法による低価法

を採用しております。

③　棚卸資産

ａ　当社

同左

③　棚卸資産

ａ　当社

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 ｂ　連結子会社

主として総平均法による原

価法

ただし、一部の連結子会社

において、低価法を採用し

ております。

ｂ　連結子会社

同左

ｂ　連結子会社

同左

 (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

ａ　当社

定率法

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属

設備を除く）については、

定額法を採用しております。

なお、耐用年数は次のとお

りであります。

(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

ａ　当社

同左

 

(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

ａ　当社

同左

 

 建物及び構

築物
３～50年

機械装置及

び運搬具
４～11年

工具・器具

及び備品
２～15年

 また、10万円以上20万円

未満の有形固定資産につい

ては、３年間で均等償却す

る方法を採用しております。

  

 （会計方針の変更）

　当社は、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日以後に取得した有形固

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。

　なお、これによる損益に与える

影響は軽微であります。

―――――― （会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、

当連結会計期間より、平成19年４

月１日以後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。

　なお、これによる損益に与える

影響は軽微であります。

 ｂ　連結子会社

主として定額法

ｂ　連結子会社

同左

ｂ　連結子会社

同左

 ②　無形固定資産

ａ　当社

定額法

ただし、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年

以内）に基づく定額法を採

用しております。

②　無形固定資産

ａ　当社

同左

②　無形固定資産

ａ　当社

同左

 ｂ　連結子会社

定額法

ｂ　連結子会社

同左

ｂ　連結子会社

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失

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。

なお、連結会社相互間の債

権・債務を相殺消去したこと

に伴う貸倒引当金の調整計算

を実施しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

当社は、従業員に対して支給

する賞与の支出に充てるため、

支給見込額の期間対応額を計

上しております。

（連結子会社は該当ありませ

ん。）

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

 ③　退職給付引当金

当社は、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およ

び年金資産の見込額に基づき

当中間連結会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。

数理計算上の差異は、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（10

年）による定額法により翌連

結会計年度から処理すること

としております。

また連結子会社の一部は、退

職金規定に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

　

 

 

 

 

 

――――――

③　退職給付引当金

当社は、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およ

び年金資産の見込額に基づき

当中間連結会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。

数理計算上の差異は、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（10

年）による定額法により翌連

結会計年度から処理すること

としております。　

また、過去勤務債務につい

ては、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（10年）による

定額法により処理すること

としております。

また連結子会社の一部は、

退職金規定に基づく中間期

末要支給額を計上しており

ます。

――――――

③　退職給付引当金

当社は、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およ

び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

数理計算上の差異は、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（10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

より費用処理しております。

また、過去勤務債務について

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（10年）による定額法に

より処理することとしており

ます。

連結子会社の一部は、退職金

規定に基づく期末要支給額を

計上しております。

 

 

（追加情報）

当社は、平成20年４月１日付

で退職金制度のポイント制導

入にともない、退職金規程の

改定をおこなったため、過去

勤務債務（202百万円）が発

生しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 ④　役員退職給与引当金

当社は、役員退職慰労金支給

に備えるため、役員退職慰労

金に関する社内規定に基づく

中間期末要支給額を計上して

おります。

（連結子会社は該当ありませ

ん。）

④　役員退職給与引当金

――――――

 

 

 

 

　

 

④　役員退職給与引当金

当社は、役員退職慰労金支給

に備えるため、役員退職慰労

金に関する社内規定に基づく

期末要支給額を計上しており

ます。

（連結子会社は該当ありませ

ん。）

  （追加情報）　

役員退職慰労金制度につき

ましては、平成20年３月28

日開催の第67回定時株主総

会終結の時をもって廃止し、

退職慰労金については、在

任期間に対応する金額およ

び功労加算金を含めた額で、

打ち切り支給する旨を決議

しました。これに伴い、当

中間連結会計期間において、

役員退職給与引当金1,059百

万円を長期未払金に振り替

え、固定負債の「その他」

に含めて表示しておりま

す。

なお、支給時期はそれぞれ

の役員の退任時としており

ます。

（追加情報）

役員退職慰労金制度につき

ましては、平成20年３月28

日開催の第67回定時株主総

会終結の時をもって廃止し、

退職慰労金については、在

任期間に対応する金額およ

び功労加算金を含めた額で、

打ち切り支給する旨を決議

しました。これに伴い、当

連結会計年度末の役員退職

給与引当金残高は、創業者

である現会長の功労加算金

552百万円を含めた額を計上

しております。なお、支給

時期はそれぞれの役員の退

任時としております。

 ⑤　役員賞与引当金

当社および一部の連結子会

社は、役員に対して支給す

る賞与の支出に充てるため、

支給見込額の当中間連結会

計期間負担額を計上してお

ります。

⑤　役員賞与引当金

同左

 

 

 

 

 

⑤　役員賞与引当金

当社および一部の連結子会

社は、役員に支給する賞与

の支出に備えるため、当連

結会計年度末における支給

見込額に基づき、当連結会

計年度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。

 ⑥　生産子会社閉鎖損失引当金

生産子会社閉鎖損失引当金

は、マブチモーターマレー

シアセンディリアンベルハ

ド（マレーシア）の閉鎖に

伴い、発生が見込まれる損

失について合理的に見積も

られる金額を計上しており

ます。 

⑥　生産子会社閉鎖損失引当金

同左

⑥　生産子会社閉鎖損失引当金

同左 

 (4）重要な外貨建の資産または負債

の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は中間決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として

処理しております。なお、在外

子会社の資産および負債は、中

間決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益および費用

は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含め

て計上しております。

(4）重要な外貨建の資産または負債

の本邦通貨への換算の基準

同左

(4）重要な外貨建の資産または負債

の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在

外子会社の資産および負債は、

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算して、収益および

費用は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定に

含めて計上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (5）重要なリース取引の処理方法

リース取引は主に当社において

行われており、リース物件の所

有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

 (6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。

また、為替変動リスクのヘッ

ジについて振当処理の要件を

充たしている場合には、振当

処理を採用しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

外貨建金銭債権の為替相場変

動によるリスクを回避するこ

とを目的として、為替予約取

引をヘッジ手段として用いて

おります。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③　ヘッジ方針

当社の社内管理規定に基づき、

ヘッジ対象に係る為替変動リ

スクを一定の範囲内でヘッジ

しております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

当社の社内管理規定に基づき、

ヘッジ有効性の判定を行って

おります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (7）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(7）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産および

負債の評価に関する事項

全面時価評価法を採用しており

ます。

同左 同左

６　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金および容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から

３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。

同左 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

および容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３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。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)

　投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の預入

による支出」および「定期預金の払戻による収入」は、前

中間連結会計期間は「その他」に含めて表示しておりまし

たが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「定期預金の預入による支出」および「定期預金の払戻に

よる収入」はそれぞれ△7,410百万円、6,980百万円であり

ます。

――――――

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

―――――― 　当社および一部の連結子会社におい

て、受取利息の会計処理について現金

主義を採用しておりましたが、金額的

重要性が増したため、当中間連結会計

期間より、原則的な処理方法である発

生主義に変更しております。これによ

り、当中間連結会計期間に計上すべき

未収利息の額127百万円を営業外収益

の受取利息に含めて計上し、前連結会

計年度末の未収利息の額186百万円を

特別利益の過年度受取利息として計上

しております。この結果、従来の会計

処理の方法に比べ、経常利益が58百万

円減少し、税金等調整前中間純利益が

127百万円増加しておます。

――――――
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

※１　非連結子会社に係る注記

非連結子会社に対するものは次のとお

りです。

※１　非連結子会社に係る注記

非連結子会社に対するものは次のとお

りです。

※１　非連結子会社に係る注記

非連結子会社に対するものは次のとお

りです。

投資有価証券（株式）  70百万円 投資有価証券（株式） 70百万円 投資有価証券（株式）  70百万円

※２　マレーシアの連結子会社の閉鎖に伴う

建物、土地使用権に係る処分損の見積

額を引当計上しております。

※２　マレーシアの連結子会社の閉鎖に伴う

建物、土地使用権に係る処分損の見積

額を引当計上しております。

※２　マレーシアの連結子会社の閉鎖に伴う

臨時退職金および建物、土地使用権に

係る処分損の見積額を引当計上してお

ります。

―――――― ―――――― 　３　偶発債務

貴金属先物買付契約残高　 101百万円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費に含まれる主要

な費目および金額は次のとおりです。

※１　販売費及び一般管理費に含まれる主要

な費目および金額は次のとおりです。

※１　販売費及び一般管理費に含まれる主要

な費目および金額は次のとおりです。

①　運賃・荷造費    669百万円

②　給与手当  3,574百万円

③　貸倒引当金繰入額    11百万円

④　賞与引当金繰入額   200百万円

⑤　退職給付費用    198百万円

⑥　役員退職給与引当金

繰入額
    35百万円

⑦　役員賞与引当金繰入

額
    38百万円

⑧　法定福利費・福利厚

生費
   570百万円

⑨　減価償却費   806百万円

⑩　研究費   310百万円

①　運賃・荷造費    737百万円

②　給与手当  3,494百万円

③　貸倒引当金繰入額      3百万円

④　賞与引当金繰入額   229百万円

⑤　退職給付費用    200百万円

⑥　役員賞与引当金繰入

額
    26百万円

⑦　法定福利費・福利厚

生費
  580百万円

⑧　減価償却費   764百万円

⑨　研究費    401百万円

①　運賃・荷造費  1,399百万円

②　給与手当  7,361百万円

③　役員賞与引当金繰入

額

  81百万円

④　貸倒引当金繰入額      3百万円

⑤　賞与引当金繰入額    195百万円

⑥　退職給付費用    434百万円

⑦　役員退職給与引当金

繰入額
    67百万円

⑧　法定福利費・福利厚

生費
 1,157百万円

⑨　減価償却費  1,677百万円

⑩　研究費    750百万円

なお、一般管理費に含まれている研究

開発費は、2,069百万円であります。

なお、一般管理費に含まれている研究

開発費は、2,023百万円であります。

なお、一般管理費に含まれている研究

開発費は、4,187百万円であります。

※２　固定資産処分益の内訳 ※２　固定資産処分益の内訳 ※２　固定資産処分益の内訳

建物及び構築物    90百万円

機械装置及び運搬具 28百万円

工具・器具及び備品    3百万円

土地使用権 6百万円

計    128百万円

建物及び構築物      114百万円

機械装置及び運搬具   33百万円

工具・器具及び備品     5百万円

土地  573百万円

計       728百万円

建物及び構築物      195百万円

機械装置及び運搬具   86百万円

工具・器具及び備品   4百万円

土地使用権       6百万円

計       293百万円

※３　固定資産処分損の内訳 ※３　固定資産処分損の内訳 ※３　固定資産処分損の内訳

建物及び構築物     8百万円

機械装置及び運搬具    40百万円

工具・器具及び備品    0百万円

計       49百万円

建物及び構築物      0百万円

機械装置及び運搬具      19百万円

工具・器具及び備品     7百万円

計      27百万円

建物及び構築物       17百万円

機械装置及び運搬具      102百万円

工具・器具及び備品       37百万円

計     157百万円
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※４　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グループについて

減損損失を計上しました。　　　　

場所 中国

用途 遊休資産

種類
建物、機械装置および工具器

具備品

減損

損失

機械装置24百万円、工具器具

備品0百万円、建物0百万円、

計25百万円

当社グループは販売・生産拠点別を基

礎としてグルーピングを行い、将来使

用見込みのない遊休資産については個々

の資産毎に減損の兆候を判定しており

ます。

なお、回収可能額は使用価値にて測定

しますが、将来キャッシュ・フローが

見込めないため、零としております。

※４　　　　　―――――― ※４　当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。　

場所 中国

用途 遊休資産

種類
建物、機械装置および工具器

具備品

減損

損失

機械装置24百万円、工具器具

備品0百万円、建物0百万円、

計24百万円

当社グループは販売・生産拠点別を基

礎としてグルーピングを行い、将来使

用見込みのない遊休資産については個々

の資産毎に減損の兆候を判定しており

ます。

なお、回収可能額は使用価値にて測定

しますが、将来キャッシュ・フローが

見込めないため、零としております。

※５　台湾の連結子会社の希望退職者募集に

伴うものであります。　　　　

※５　　　　　　　同左　　　　 ※５　台湾の連結子会社の人員削減によるも

のであります。

※６　　　　　――――――　 ※６　当社の想定の範囲外の事象に起因する、

特定顧客からの製品クレームに対して

の臨時的な賠償金であります。　

※６　　　　　――――――　

※７　当中間連結会計期間における税金費用

については、簡便法による税効果会計

を適用しているため、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。

※７　　　　　　　同左 ※７　　　　　――――――
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 　１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 47,075,881 ― ― 47,075,881

合計 47,075,881 ― ― 47,075,881

自己株式

普通株式　（注） 7,516,420 1,314,942 ― 8,831,362

合計 7,516,420 1,314,942 ― 8,831,362

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,314,942株は、公開買付による買取り1,313,600株、単元未満株式の買取り

　　　1,342株であります。

 　２．配当金に関する事項

 　（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 2,492 63 平成18年12月31日 平成19年３月30日

 　（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

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８月17日

取締役会
普通株式 2,332 利益剰余金 61 平成19年６月30日 平成19年９月21日
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 当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

 　１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式　（注１） 47,075,881 ― △600,000 46,475,881

合計 47,075,881 ― △600,000 46,475,881

自己株式

普通株式　（注２） 8,832,718 600,973 △600,000 8,833,691

合計 8,832,718 600,973 △600,000 8,833,691

 （注１）発行済普通株式の株式数の減少600,000株は、自己株式の消却によるものであります。

 （注２）普通株式の自己株式の株式数の増加600,973株は、公開買付による買取り600,000株、単元未満株式の買取り973

株によるもの、減少600,000株は消却によるものであります。

 　２．配当金に関する事項

 　（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月28日

定時株主総会
普通株式 2,371 62 平成19年12月31日 平成20年３月31日

 　（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

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20年８月14日

取締役会
普通株式 2,296 利益剰余金 61 平成20年６月30日 平成20年９月19日
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 前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 　１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類およ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 47,075,881 ― ― 47,075,881

合計 47,075,881 ― ― 47,075,881

自己株式

普通株式　（注） 7,516,420 1,316,298 ― 8,832,718

合計 7,516,420 1,316,298 ― 8,832,718

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,316,298株は、公開買付による買取り1,313,600株、単元未満株式の買取り

　　　2,698株であります。

 　２．配当金に関する事項

 　（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 2,492 63 平成18年12月31日 平成19年３月30日

平成19年８月17日

取締役会
普通株式 2,332 61 平成19年６月30日 平成19年９月21日

 　（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20年３月28日

定時株主総会
普通株式 2,371 利益剰余金 62 平成19年12月31日 平成20年３月31日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

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

現金及び預金勘定     71,203百万円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
   △6,193百万円

有価証券勘定    17,316百万円

価値の変動についてリス

クを負う有価証券
   △8,177百万円

現金及び現金同等物     74,147百万円

現金及び預金勘定     54,474百万円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
   △6,298百万円

有価証券勘定     30,036百万円

価値の変動についてリス

クを負う有価証券
  △14,470百万円

現金及び現金同等物     63,741百万円

現金及び預金勘定     61,269百万円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
   △2,639百万円

有価証券勘定     30,250百万円

価値の変動についてリス

クを負う有価証券
  △11,983百万円

現金及び現金同等物    76,897百万円

　　２ 　　　　　――――― 　　２ 重要な非資金取引

自己株式の消却     4,854百万円

　　２ 　　　　　―――――
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12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、減損損失累計額相当

額およ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、減損損失累計額相当

額およ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、減損損失累計額相当

額および期末残高相当額

  工具・器具・備品等

取得価額相当額  　91百万円

減価償却累計額

相当額
  　10百万円

中間期末残高相

当額
 　80百万円

  工具・器具・備品等

取得価額相当額  　  91百万円

減価償却累計額

相当額
  　  25百万円

中間期末残高相

当額
 　  65百万円

  工具・器具・備品等

取得価額相当額     　  91百万円

減価償却累計額

相当額
    　 16百万円

期末残高相当額   　  74百万円

なお、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。

同左 なお、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等

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等

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

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 　18百万円

１年超 　61百万円

合計 　80百万円

１年以内 　  18百万円

１年超 　  46百万円

合計 　  65百万円

１年以内  　  18百万円

１年超 　  56百万円

合計 　  74百万円

なお、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。

同左 なお、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、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額および減損

損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額および減損

損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額および減損

損失

支払リース料 　10百万円

減価償却費相当額  　10百万円

支払リース料 　  9百万円

減価償却費相当額  　  9百万円

支払リース料      16百万円

減価償却費相当額      16百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 　  5百万円

１年超 　  5百万円

合計 　  10百万円

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料　

１年以内 　  5百万円

１年超 　  4百万円

合計 　  9百万円

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料　

１年以内 　  5百万円

１年超 　  4百万円

合計 　  9百万円

　（減損損失について）

　　　リース資産に配分された減損損失はあり

　　　ません。

　（減損損失について）

同左

  （減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

 

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類

前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

中間連結貸
借対照表計
上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

中間連結貸
借対照表計
上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1）社債 32,474 29,813 △2,660 35,477 32,179 △3,297 37,475 35,179 △2,296

合計 32,474 29,813 △2,660 35,477 32,179 △3,297 37,475 35,179 △2,296

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

取得原価
（百万円）

中間連結貸
借対照表計
上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

中間連結貸
借対照表計
上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

(1）株式 3,641 7,806 4,165 4,641 6,687 2,046 3,641 6,381 2,740

(2）債券          

社債 15,421 15,191 △229 21,910 21,552 △358 18,185 17,680 △504

(3）その他 12,939 15,066 2,127 11,979 12,304 325 11,484 12,529 1,045

合計 32,002 38,064 6,062 38,530 40,544 2,013 33,310 36,592 3,281

前中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

　（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式および投資信託についての減損処理はありま

せん。

なお、当該減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50％程度以上下落した場合には回復可能性がない

ものとみなし、40％～50％程度下落した場合には個々の銘柄の下落率の推移等を勘案して時価の回復可能性の

判定を行い減損処理の要否を決定しております。

当中間連結会計期間末（平成20年６月30日）

　（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある社債について814百万円の減損処理を行っておりま

す。

なお、当該減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50％程度以上下落した場合には回復可能性がない

ものとみなし、40％～50％程度下落した場合には個々の銘柄の下落率の推移等を勘案して時価の回復可能性の

判定を行い減損処理の要否を決定しております。

また、満期保有目的の債券の「(1）社債」およびその他有価証券の「(2）債券（社債）」には複合金融商品が

含まれております。　

前連結会計年度末（平成19年12月31日）

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式および投資信託についての減損処理はありません。

なお、当該減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50％程度以上下落した場合には回復可能性がない

ものとみなし、40％～50％程度下落した場合には個々の銘柄の下落率の推移等を勘案して時価の回復可能性の

判定を行い減損処理の要否を決定しております。
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          ３　時価評価されていない主な有価証券の内容

種類

前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

中間連結貸借対照表
計上額

（百万円）

中間連結貸借対照表
計上額

（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

(1）満期保有目的の債券    

コマーシャル・ペーパー 9,251 11,989 14,186

譲渡性預金　 － 1,500 －

(2）その他有価証券    

マネー・マネジメント・ファ

ンド
3,981 2,994 4,988

非上場株式等 110 110 110

(3）非連結子会社株式 70 70 70

合計 13,413 16,664 19,355

マブチモーター㈱（6592） 平成 20 年 12 月期中間決算短信

－ 33 －



（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1）通貨関連（先物為替予約取引）

前中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

　中間期末残高のあるものにつきましては、ヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引に関する注

記を省略しております。

当中間連結会計期間末（平成20年６月30日）

　中間期末残高のあるものにつきましては、ヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引に関する注

記を省略しております。

前連結会計年度末（平成19年12月31日）

　期末残高のあるものにつきましては、ヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引に関する注記を

省略しております。

(2）商品関連（貴金属先物予約取引）

 
前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

区分 種類
契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外

の取引
買建 ― ― ― ― ― ― 101 107 6

合計 ― ― ― ― ― ― 101 107 6

　（注）　期末の時価は、先物相場を使用しております。

(3）金利関連（複合金融商品）

当中間連結会計期間末（平成20年６月30日）

　複合金融商品の購入額および評価損益については、（有価証券関連）に含めて記載しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）および当中間連結会計期間（自平成20年１

月１日　至平成20年６月30日）ならびに前連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

　当社グループは、小型モーターに関する単一事業分野において事業活動を展開しており、単一事業部門で組

織されているため、事業の種類別セグメントに関連づけた説明は記載しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

 

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

アメリカ
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高
11,736 27,202 4,925 8,876 52,741 ― 52,741

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
25,548 28,273 22 ― 53,845 (53,845) ―

計 37,285 55,476 4,948 8,876 106,587 (53,845) 52,741

営業費用 35,343 51,651 4,784 8,863 100,642 (54,001) 46,641

営業利益 1,941 3,825 164 13 5,944 156 6,100

 

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

アメリカ
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高
11,320 25,191 3,813 8,062 48,387 ― 48,387

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
23,099 25,741 22 ― 48,862 (48,862) ―

計 34,419 50,933 3,835 8,062 97,250 (48,862) 48,387

営業費用 32,688 49,018 3,703 8,100 93,510 (49,353) 44,156

営業利益 1,731 1,914 132 △38 3,739 491 4,230
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前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

アメリカ
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高
23,986 57,305 9,533 16,814 107,640 ― 107,640

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
51,656 57,375 53 ― 109,085 (109,085) ―

計 75,643 114,680 9,587 16,814 216,726 (109,085) 107,640

営業費用 71,719 107,091 9,271 16,887 204,970 (109,015) 95,954

営業利益又は営業損失 3,924 7,589 315 △72 11,756 △70 11,685

　（注）１　国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　日本以外の区分に属する主な国または地域

(1）アジア　　 …… 中国・香港、シンガポール、台湾、マレーシア、ベトナム、韓国

(2）アメリカ　 …… 米国

(3）ヨーロッパ …… ドイツ
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ｃ．海外売上高

 

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

アメリカ地域 ヨーロッパ地域 アジア・他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 5,876 8,915 32,624 47,415

Ⅱ　連結売上高（百万円）    52,741

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
11.1 16.9 61.9 89.9

 

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

アメリカ地域 ヨーロッパ地域 アジア・他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 4,735 8,069 30,013 42,818

Ⅱ　連結売上高（百万円）    48,387

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
9.8 16.7 62.0 88.5

 

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

アメリカ地域 ヨーロッパ地域 アジア・他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 11,697 16,912 68,034 96,644

Ⅱ　連結売上高（百万円）    107,640

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
10.9 15.7 63.2 89.8

　（注）１　国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国または地域

(1）アメリカ地域　　 …… 米国、中南米、カナダ

(2）ヨーロッパ地域　 …… ドイツ、イギリス他

(3）アジア・他の地域 …… 中国・香港、シンガポール、韓国他

３　海外売上高は親会社の輸出高ならびに本国以外の国に所在する連結子会社の売上高の合計額（ただし、連結

会社間の内部売上高を除く）であります。
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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 5,699.42円         5,469.44円                 5,577.84円

１株当たり中間（当期）

純利益
            159.92円                   80.38円                   280.90円

　（注）１　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

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

項目
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 6,313 3,053 10,914

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
6,313 3,053 10,914

普通株式の期中平均株式数（株） 39,479,154 37,985,714 38,856,494
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（生産、受注及び販売の状況）

 （１）生産実績

 小型モーターの生産実績を拠点別に示すと、次のとおりであります。

（千個未満の端数切捨て）

 

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日

　　至　平成20年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年12月31日）

 数　　量 構成比率 数　　量 構成比率 数　　量 構成比率　

 

 香港マブチ

千個

469,965

％

53.1

千個

438,044

％

50.1

千個

969,703

％　

52.8

 大連マブチ 72,140 8.1 68,508 7.8 141,432 7.7

 瓦房店マブチ 104,368 11.8 114,714 13.1 212,487 11.6

 江蘇マブチ 77,031 8.7 62,990 7.2 157,185 8.5

 ベトナムマブチ 154,727 17.5 164,380 18.8 332,548 18.1

 ダナンマブチ 5,170 0.6 23,111 2.7 19,654 1.1

 台湾マブチ 2,216 0.2 2,418 0.3 4,522 0.2

合　　計 885,622 100.0 874,169 100.0 1,837,533 100.0

（注）当社グループの生産・販売品目は小型モーター単品であり、価格差も僅少であることから、数量表示のみで

　　　記載しております。

 

 （２）受注状況

 当社グループは、主として需要予測に基づく見込生産方式をとっておりますので記載を省略しております。

 

 （３）販売実績

 小型モーターの販売実績を用途市場別に示すと、次のとおりであります。

（百万円未満の端数切捨て）

 

 前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日 

　 至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間 

 （自　平成20年１月１日

　　 至　平成20年６月30日）

前連結会計年度　

 （自　平成19年１月１日

　　 至　平成19年12月31日）

 金　　額 構成比率 金　　額 構成比率 金　　額 構成比率　

 

 自動車電装機器

百万円

21,368

％

40.6

百万円

21,380

％

44.2

百万円

42,820

％

39.9

 音響・映像機器 10,625 20.2 8,511 17.6 21,308 19.8

 情報・通信機器 8,243 15.6 7,428 15.4 18,139 16.9

 家電機器・工具

 ・玩具・模型
12,410 23.6 11,007 22.8 25,178 23.4

合　　計 52,647 100.0 48,327 100.0 107,446 100.0

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

──────　 ──────　 当社は平成20年３月10日開催の取締役

会において、会社法第165条第３項の規

定により読み替えて適用される同法第

156条の規定に基づき、自己株式を取得

すること及びその具体的な取得方法に

ついて決議しております。　

(1）自己株式の取得を行う理由

　経営環境の変化に対応した機動的な

資本政策を実施するとともに、株主還

元および資本効率の向上を図るため。 

(2）取得の内容

　①　取得する株式の種類　

　　　当社普通株式

　②　取得しうる株式の総数 

　　　600,000株 

　③　株式の取得価額の総額

　　　4,000百万円

　④　取得する期間

　　　平成20年３月11日から平成20年

　　　４月18日まで

　⑤　取得する方法

　　　信託方式による市場買付
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
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

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年12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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金  28,084  15,486   15,891  

２　受取手形  51  55   39  

３　売掛金  19,571  17,281   17,219  

４　有価証券  16,054  30,036   29,541  

５　棚卸資産  1,976  1,601   1,682  

６　関係会社短期貸付金  344  344   344  

７　繰延税金資産  401  528   518  

８　その他  440  632   521  

貸倒引当金  △21  △18   △18  

流動資産合計  66,903 36.2 65,947 36.5 △955 65,740 36.4

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産 ※1        

(1) 建物  11,792  11,147   11,452  

(2) 機械及び装置  622  549   562  

(3) 土地  5,996  5,996   5,996  

(4) 建設仮勘定  1  92   22  

(5) その他  1,554  1,366   1,409  

有形固定資産合計  19,968 10.8 19,151 10.6 △816 19,444 10.8

２　無形固定資産  4 0.0 4 0.0 △0 4 0.0

３　投資その他の資産         

(1)　投資有価証券  66,556  62,570   63,093  

(2)　関係会社株式  14,158  14,158   14,158  

(3)　関係会社出資金  15,988  17,038   16,669  

(4)　関係会社長期貸付金  531  786   359  

(5)　繰延税金資産  ―  1,060   558  

(6)　その他  946  168   513  

貸倒引当金  △0  △1   △1  

投資その他の資産合計  98,180 53.0 95,782 52.9 △2,398 95,349 52.8

固定資産合計  118,153 63.8 114,938 63.5 △3,214 114,798 63.6

資産合計  185,056 100.0 180,885 100.0 △4,170 180,538 100.0
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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

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年12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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金  14,584  12,028   12,520  

２　未払金  597  1,021   708  

３　未払法人税等  3,010  1,900   1,970  

４　賞与引当金  210  241   248  

５　役員賞与引当金  38  25   77  

６　その他  709  1,161   646  

流動負債合計  19,150 10.4 16,380 9.1 △2,770 16,171 9.0

Ⅱ　固定負債         

１　役員退職給与引当金  510  －   1,094  

２　繰延税金負債  604  －   －  

３　その他  61  1,116   57  

固定負債合計  1,176 0.6 1,116 0.6 △59 1,152 0.6

負債合計  20,327 11.0 17,497 9.7 △2,829 17,323 9.6

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  20,704 11.2 20,704 11.4 － 20,704 11.5

２　資本剰余金         

  資本準備金  20,419  20,419   20,419  

資本剰余金合計  20,419 11.1 20,419 11.3 － 20,419 11.3

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  3,819  3,819   3,819  

(2）その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金  158  153   156  

別途積立金  170,119  170,119   170,119  

繰越利益剰余金  19,320  18,443   19,477  

利益剰余金合計  193,418 104.5 192,535 106.4 △882 193,572 107.2

４　自己株式  △73,426 △39.7 △71,471 △39.4 1,954 △73,436 △40.7

株主資本合計  161,116 87.1 162,188 89.7 1,072 161,260 89.3

Ⅱ　評価・換算差額等         

  その他有価証券評価差額
金

 3,612 1.9 1,199 0.6 △2,412 1,955 1.1

評価・換算差額等合計  3,612 1.9 1,199 0.6 △2,412 1,955 1.1

純資産合計  164,729 89.0 163,388 90.3 △1,340 163,215 90.4

負債純資産合計  185,056 100.0 180,885 100.0 △4,170 180,538 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
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）

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）

対前中間
期比

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  37,285 100.0 34,419 100.0 △2,866 75,643 100.0

Ⅱ　売上原価  29,177 78.3 26,677 77.5 △2,500 59,221 78.3

売上総利益  8,107 21.7 7,742 22.5 △365 16,421 21.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  6,166 16.5 6,010 17.5 △155 12,497 16.5

営業利益  1,941 5.2 1,731 5.0 △210 3,924 5.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 10,080 27.0 8,166 23.7 △1,913 12,391 16.3

Ⅴ　営業外費用 ※２ 120 0.3 157 0.4 37 170 0.2

経常利益  11,901 31.9 9,740 28.3 △2,160 16,145 21.3

Ⅵ　特別利益 ※３ 390 1.1 81 0.3 △309 391 0.5

Ⅶ　特別損失 ※４ 32 0.1 1,741 5.1 1,709 687 0.9

税引前中間（当期）純
利益

 12,259 32.9 8,079 23.5 △4,179 15,848 20.9

法人税、住民税及び事
業税

※５ 3,158 8.5 1,890 5.5 △1,267 4,417 5.8

法人税等調整額 ※５ － － － － － △156 △0.2

中間（当期）純利益  9,100 24.4 6,189 18.0 △2,911 11,587 15.3
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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）

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

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金 

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,704 20,419 20,419 3,819 161 170,119 12,709 186,810 △64,733 163,201

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金取崩額     △2  2    

剰余金の配当       △2,492 △2,492  △2,492

中間純利益       9,100 9,100  9,100

自己株式の取得         △8,692 △8,692

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額

（純額）

          

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
― ― ― ― △2 ― 6,611 6,608 △8,692 △2,084

平成19年６月30日　残高

（百万円）
20,704 20,419 20,419 3,819 158 170,119 19,320 193,418 △73,426 161,116

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・
換算差額等

合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
3,476 3,476 166,678

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金取崩額    

剰余金の配当   △2,492

中間純利益   9,100

自己株式の取得   △8,692

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額

（純額）

135 135 135

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
135 135 △1,948

平成19年６月30日　残高

（百万円）
3,612 3,612 164,729
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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）

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

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金 

繰越利益
剰余金

平成19年12月31日　残高

（百万円）
20,704 20,419 20,419 3,819 156 170,119 19,477 193,572 △73,436 161,260

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金取崩額     △2  2    

剰余金の配当       △2,371 △2,371  △2,371

中間純利益       6,189 6,189  6,189

自己株式の取得         △2,889 △2,889

自己株式の処分　       △4,854 △4,854 4,854  

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額

（純額）

          

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
― ― ― ― △2 ― △1,033 △1,036 1,965 928

平成20年６月30日　残高

（百万円）
20,704 20,419 20,419 3,819 153 170,119 18,443 192,535 △71,471 162,188

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・
換算差額等

合計

平成19年12月31日　残高

（百万円）
1,955 1,955 163,215

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金取崩額    

剰余金の配当   △2,371

中間純利益   6,189

自己株式の取得   △2,889

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額

（純額）

△755 △755 △755

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△755 △755 173

平成20年６月30日　残高

（百万円）
1,199 1,199 163,388
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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）

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

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金 

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,704 20,419 20,419 3,819 161 170,119 12,709 186,810 △64,733 163,201

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金取崩額     △5  5    

剰余金の配当（注）       △2,492 △2,492  △2,492

剰余金の配当（中間配当）       △2,332 △2,332  △2,332

当期純利益       11,587 11,587  11,587

自己株式の取得         △8,702 △8,702

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）

          

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － － － △5 － 6,767 6,762 △8,702 △1,940

平成19年12月31日　残高

（百万円）
20,704 20,419 20,419 3,819 156 170,119 19,477 193,572 △73,436 161,260

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・
換算差額等

合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
3,476 3,476 166,678

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金取崩額    

剰余金の配当（注）   △2,492

剰余金の配当（中間配当）   △2,332

当期純利益   11,587

自己株式の取得   △8,702

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）

△1,521 △1,521 △1,521

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△1,521 △1,521 △3,462

平成19年12月31日　残高

（百万円）
1,955 1,955 163,215

 （注）平成19年３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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　資産の評価基準および評

価方法

(1）有価証券

①　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）有価証券

①　満期保有目的の債券

同左

(1）有価証券

①　満期保有目的の債券

同左

 ②　子会社株式

移動平均法による原価法

②　子会社株式

同左

②　子会社株式

同左

 ③　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、売却原価は移動平均

法により算定）

③　その他有価証券

時価のあるもの

同左

③　その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (2）デリバティブ

時価法

ただし、現物商品に係るデリバ

ティブ取引のうち、当初から現

物を受け渡すことが明らかなも

のは、金融商品会計基準の対象

外であるため、時価評価を行っ

ておりません。

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

 (3）棚卸資産

①　商品・製品・仕掛品・原材料

総平均法による原価法

ただし、原材料のうち市中相

場のある非鉄金属（銅）およ

び貴金属（金・銀・パラジウ

ム）の素材については、総平

均法による低価法を採用して

おります。

(3）棚卸資産

①　商品・製品・仕掛品・原材料

同左

(3）棚卸資産

①　商品・製品・仕掛品・原材料

同左

 ②　貯蔵品

個別法による原価法

②　貯蔵品

同左

②　貯蔵品

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用

しております。

なお、耐用年数は次のとおりで

あります。

(1）有形固定資産

同左

 

 

(1）有形固定資産

同左

 

 

 建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び

運搬具
４～11年

工具・器具及び

備品
２～15年

 また、10万円以上20万円未満の

有形固定資産については、３年

間で均等償却する方法を採用し

ております。

  

 （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日以後に

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。

なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。

―――――― （会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当

事業年度より、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

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。

なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。　
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項目
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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (2）無形固定資産

定額法

ただし、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年以内）に基づ

く定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失に

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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

従業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

の期間対応額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

 (3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付

債務および年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間末にお

いて発生していると認められる

額を計上しております。

数理計算上の差異は、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（10年）によ

る定額法により翌期から処理す

ることとしております。

(3）退職給付引当金

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

債務および年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間末にお

いて発生していると認められる

額を計上しております。

数理計算上の差異は、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（10年）によ

る定額法により翌期から処理す

ることとしております。　

また、過去勤務債務については、

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（10

年）による定額法により処理す

ることとしております。　　

(3）退職給付引当金

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

債務および年金資産の見込額に

基づき、当事業年度末において

発生していると認められる額を

計上しております。

なお、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生年度の翌期

より費用処理しております。

また、過去勤務債務については、

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（10

年）による定額法により処理す

ることとしております。　

 ―――――― ―――――― （追加情報）　　

平成20年４月１日付で退職年金

制度のポイント制導入にともな

い、退職金規程の改定をおこ

なったため、過去勤務債務

（202百万円）が発生しており

ます。　
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項目
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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (4）役員退職給与引当金

役員退職慰労金の支給に備える

ため、役員退職慰労金に関する

社内規定に基づく中間期末要支

給額を計上しております。

(4）役員退職給与引当金

――――――

 

 

 

（追加情報）　　

役員退職慰労金制度につきまし

ては、平成20年３月28日開催の

第67回定時株主総会終結の時を

もって廃止し、退職慰労金につ

いては、在任期間に対応する金

額および功労加算金を含めた額

で、打ち切り支給する旨を決議

いたしました。これに伴い、当

中間会計期間において、役員退

職給与引当金1,059百万円を長

期未払金に振り替え、固定負債

の「その他」に含めて表示して

おります。

なお、支給時期はそれぞれの役

員の退任時としております。　

(4）役員退職給与引当金

役員退職慰労金の支給に備える

ため、役員退職慰労金に関する

社内規定に基づく期末要支給額

を計上しております。

（追加情報）　

役員退職慰労金制度につきまし

ては、平成20年３月28日開催の

第67回定時株主総会終結の時を

もって廃止し、退職慰労金につ

いては、在任期間に対応する金

額および功労加算金を含めた額

で、打ち切り支給する旨を決議

しました。これに伴い、当事業

年度末の役員退職給与引当金残

高は、創業者である現会長の功

労加算金552百万円を含めた額

を計上しております。なお、支

給時期はそれぞれの役員の退任

時としております。　

 (5）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、支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。

(5）役員賞与引当金

同左

 

 

 

(5）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、支給見込額の

当事業年度負担額を計上してお

ります。

４　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。

５　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

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。

同左 同左

６　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。

また、為替変動リスクのヘッジ

について振当処理の要件を充た

している場合には、振当処理を

採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

外貨建金銭債権の為替相場変動

によるリスクを回避することを

目的として、為替予約取引を

ヘッジ手段として用いておりま

す。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

当社の社内管理規定に基づき、

ヘッジ対象に係る為替変動リス

クを一定の範囲内でヘッジして

おります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

当社の社内管理規定に基づき、

ヘッジ有効性の判定を行ってお

ります。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

７　その他中間財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項

(1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式

を採用しております。

なお、仮払消費税等と仮受消費

税等は相殺のうえ、「その他の

流動資産」に含めております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式

を採用しております。

 (2）仕入計上基準

海外関係会社からの仕入計上基

準は出荷日付基準で行っており

ます。

(2）仕入計上基準

同左

(2）仕入計上基準

同左
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追加情報

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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── 　当社は、受取利息の会計処理につい

て現金主義を採用しておりましたが、

金額的重要性が増したため、当中間会

計期間より、原則的な処理方法である

発生主義に変更しております。これに

より、当中間会計期間に計上すべき未

収利息の額71百万円を営業外収益の受

取利息に含めて計上し、前事業年度末

の未収利息の額81百万円を特別利益の

過年度受取利息として計上しておりま

す。この結果、従来の会計処理の方法

に比べ、経常利益が９百万円減少し、

税引前中間純利益が71百万円増加して

おます。　

──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

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）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

            16,951百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

                  17,922百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

                  17,389百万円

　―――――― 　―――――― ２　偶発債務

　貴金属先物買付契約残高

　 101百万円
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（中間損益計算書関係）

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）

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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　営業外収益の主なもの ※１　営業外収益の主なもの ※１　営業外収益の主なもの

①　受取利息    244百万円

②　受取配当金  8,510百万円

③　有価証券利息    390百万円

④　為替差益    838百万円

①　受取利息    129百万円

②　受取配当金  7,575百万円

③　有価証券利息    379百万円

①　受取利息    465百万円

②　受取配当金 10,177百万円

③　有価証券利息  1,010百万円

④　為替差益   534百万円

※２　営業外費用の主なもの ※２　営業外費用の主なもの ※２　営業外費用の主なもの

①　株式関係費   50百万円

②　土壌修復関係費     6百万円

③　関係会社設備処分

関係費 
   2百万円

④　スクラップ処分費  48百万円

①　株式関係費   32百万円

②　土壌修復関係費      6百万円

③　関係会社設備処分

関係費 
    1百万円

④　スクラップ処分費    7百万円

⑤　為替差損 　 90百万円　

①　株式関係費     72百万円

②　土壌修復関係費     12百万円

③　関係会社設備処分

関係費
    2百万円

④　スクラップ処分費     57百万円

※３　特別利益の主なもの ※３　特別利益の主なもの ※３　特別利益の主なもの

　　投資有価証券売却益   390百万円 　　過年度受取利息     81百万円 投資有価証券売却益   390百万円

※４　特別損失の主なもの ※４　特別損失の主なもの ※４　特別損失の主なもの

①　機械装置等処分損    5百万円

②　投資有価証券

売却損
17百万円

③　ゴルフ会員権評価損 9百万円

④　貸倒引当金

繰入額(注)
0百万円

(注)ゴルフ会員権に係る繰入額であり

ます。

①　機械装置等処分損     2百万円

②　投資有価証券

売却損
  4百万円

③　投資有価証券評価損  814百万円

④　支払賠償金（注）  920百万円

（注）当社の想定の範囲外の事象に起

因する、特定顧客からの製品クレーム

に対しての臨時的な賠償金であります。

　

①　機械装置等処分損     27百万円

②　投資有価証券

売却損 
    98百万円

③　ゴルフ会員権評価損 9百万円　

④　役員退職給与

引当金繰入額　　　
552百万円　

⑤　貸倒引当金

繰入額(注)　
0百万円　

(注)ゴルフ会員権に係る繰入額であり

ます。

※５　法人税等の表示方法 

当中間会計期間における税金費用につ

いては、簡便法による税効果会計を適

用しているため、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。

※５　法人税等の表示方法 

同左 

※５　　　　　　――――――

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額  ６　減価償却実施額

①　有形固定資産    628百万円

②　無形固定資産   0百万円

①　有形固定資産   595百万円

②　無形固定資産    0百万円

①　有形固定資産  1,327百万円

②　無形固定資産    0百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

自己株式の種類および株式数に関する事項 

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間
増加株式数
（株） 

当中間会計期間
減少株式数
（株）

当中間会計期間末
株式数
（株）

普通株式　　（注） 7,516,420 1,314,942 ― 8,831,362

合計 7,516,420 1,314,942 ― 8,831,362

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,314,942株は、公開買付による買取り1,313,600株、単元未満株式の買取り

 　　　1,342株であります。

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）

自己株式の種類および株式数に関する事項 

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間
増加株式数
（株）

当中間会計期間
減少株式数
（株）

当中間会計期間末
株式数
（株）

普通株式　　（注） 8,832,718 600,973 600,000 8,833,691

合計 8,832,718 600,973 600,000 8,833,691

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加600,973株は、公開買付による買取り600,000株および単元未満株式の買取り

 　　　973株によるもの、減少600,000株は消却によるものであります。

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

自己株式の種類および株式数に関する事項 

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

普通株式　　（注） 7,516,420 1,316,298 ― 8,832,718

合計 7,516,420 1,316,298 ― 8,832,718

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,316,298株は、公開買付による買取り1,313,600株、単元未満株式の買取り

 　　　2,698株であります。
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（リース取引関係）

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）

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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12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、減損損失累計額相当額お

よ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、減損損失累計額相当額お

よ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

累計額相当額および期末残高相当額

  工具・器具・備品等

取得価額

相当額
  　91百万円

減価償却

累計額相当額
  　10百万円

中間期末

残高相当額
 　80百万円

  工具・器具・備品等

取得価額

相当額
  　  91百万円

減価償却

累計額相当額
  　  25百万円

中間期末

残高相当額
 　  65百万円

  工具・器具・備品等

取得価額

相当額
  　  91百万円

減価償却累計額

相当額
    　　16百万円

期末残高

相当額
  　  74百万円

なお、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。

同左 なお、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等

 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等

 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

 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 　18百万円

１年超 　61百万円

合計 　80百万円

１年以内 　  18百万円

１年超 　  46百万円

合計 　  65百万円

１年以内  　  18百万円

１年超 　  56百万円

合計  　  74百万円

なお、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。

同左 なお、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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額および減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額および減損損失

③　支払リース料およ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  　10百万円

支払リース料  　  9百万円

減価償却費相当額  　  9百万円

支払リース料     　16百万円

減価償却費相当額     　16百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

 （減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年６月30日）

　子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20年６月30日）

　子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12月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

項目
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
（自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額                 4,307.26円                 4,340.57円                 4,267.83円

１株当たり中間（当期

純利益）
            230.52円                   162.93円                   298.21円

　（注）１　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

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

項目
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 
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 9,100 6,189 11,587

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益　

（百万円）
9,100 6,189 11,587

普通株式の期中平均株式数（株） 39,479,154 37,985,714 38,856,494
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（重要な後発事象）

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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（子会社の増資）

　平成19年８月21日開催の取締役会にお

いて、当社子会社であるマブチモーター

ダナンリミテッド（ベトナムダナン市）

に対して増資を行うことを下記のとおり

決議し、平成19年９月13日に払い込みを

実行いたしました。

 １．増資の目的

事業拡大に伴う新規の設備投資を

目的として行うものであります。

 ２．増資の内容

   ①払込金額　　　　：US$ 6,000千

   ②増資後資本金　　：US$36,000千

（子会社への資金貸付）

　平成20年７月22日開催の取締役会にお

いて、当社子会社であるマブチモーター

ダナンリミテッド（ベトナムダナン市）

に対して資金貸付を行うことを下記のと

おり決議し、平成20年８月４日に払い込

みを実行いたしました。　

 １．貸付の目的　　

事業拡大に伴う新規の設備投資お

よび運転資金に資することを目的と

して行うものであります。　

 ２．貸付の内容　

　①貸付金額　　：600百万円　　

　②返済期限　　：平成30年７月29日

（子会社の増資）

　平成19年12月19日開催の取締役会にお

いて、当社子会社であるマブチモーター

ダナンリミテッド（ベトナムダナン市）

に対して増資を行うことを下記のとおり

決議し、平成20年１月31日に払い込みを

実行いたしました。　

 １．増資の目的　

事業拡大に伴う新規の設備投資を

目的として行うものであります。　

 ２．増資の内容　

　①払込金額　　　　：US$ 3,000千　

  ②増資後資本金　　：US$39,000千　

―――――― ――――――　 （会社法第165条第２項の規定に基づく

自己株式の取得）

　当社は平成20年３月10日開催の取締

役会において、会社法第165条第３項の

規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式を取

得すること及びその具体的な取得方法

について決議しております。

(1）自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的

な資本政策を実施

するとともに、株主還元および資

本効率の向上を図るため。 

(2）取得の内容

①　取得する株式の種類

当社普通株式

②　取得する株式の総数 

600,000株 

③　株式の取得価額の総額

4,000百万円 

④　取得する期間

平成20年３月11日から平成20年

４月18日まで

⑤　取得する方法

信託方式による市場買付 
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