
 

 

平成20年3月期 中間決算短信（非連結）   
平成19年11月9日 

                                                     
上 場 会 社 名  株式会社タツミ        上場取引所 ＪＱ 
 
コ ー ド 番 号  ７２６８            ＵＲＬ http://www.tatsumi-ta.co.jp 
 
代  表  者（役職名）取締役社長 (氏名)  山本 千秋 
問合せ先責任者（役職名）経 理 部 長 (氏名)  井上 雄象                      TEL(0284)71-3131 
 
半期報告書提出予定日  平成19年12月13日              
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成19年9月中間期の業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日） 
（１）経営成績                            （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円 
3,310 
2,974 

％
11.3
11.8

百万円
121 
73 

％
65.8
55.3

百万円
121 
84 

％ 
44.0 
18.3 

百万円
65 
24 

％
170.8

△35.1

19年3月期 6,282 10.9 237 23.9 268 19.0 114 9.3

 
 

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 

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

円 
10 
4 

銭 
89 
09 

円
－
－

銭
－ 
－ 

19年3月期 19 09 －        －  

(参考) 持分法投資損益 19年9月中間期 1百万円   18年9月中間期 4百万円     19年3月期 16百万円           
 
（２）財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円
6,270 
5,601 

百万円
2,610 
2,524 

％ 
41.6 
45.1 

円
435 
420 

銭
20 
78 

19年3月期 6,260 2,593 41.4 432 39 

(参考) 自己資本 19年9月中間期 2,610百万円   18年9月中間期 2,524百万円     19年3月期 2,593百万円  

 
（３）キャッシュ･フローの状況 
 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期  末  残  高 

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円
325 
648 

百万円
△221 
△603 

百万円 
△87 
△78 

百万円
145 
68 

19年3月期 463 △1,148 711  128 
 
２．配当の状況 
 １株当たり年間配当金 

(基準日) 中間期末 期  末 年  間 

 
19年3月期 

円 
－ 

銭 
－ 

円
6 

銭
00 

円
6 

銭
00 

20年3月期 － －   

20年3月期（予想）   6 00 
6 00 

 

 
 
３．平成20年3月期の業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 

 

通 期 

百万円 
6,400 

 ％ 
1.9 

百万円

245 
 ％

3.4

百万円

240 
％

△10.4

百万円 
125 

％ 
9.6 

円

20 
銭

84 
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４．その他 
（１）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更         有（税制改正に伴う減価償却の方法） 
② ①以外の変更                無 
〔（注）詳細は、13ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。〕 

 
（２）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)  
19年9月中間期 6,000,000株   18年9月中間期 6,000,000株     19年3月期 6,000,000株   

② 期末自己株式数 
   19年9月中間期 987株   18年9月中間期 800株     19年3月期 800株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、21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 

上記の予想は、本資料の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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記の予想の前提
条件およびその他の関連事項につきましては、添付資料の３ページ「１．経営成績(1)経営成績に
関する分析」をご覧下さい。 
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1.経営成績 

(1)  経営成績に関する分析 

① 当中間期の経営成績 

当中間期における我が国の経済は、着実な企業業績を背景にした設備投資の増加や雇用環境の改善

などにより、景気は引き続き回復基調で推移しております。 

この様な状況のなか、国内の自動車市場におきましては、国内販売の減少を輸出でカバーし、国内

生産は、前年並みの水準となっています。 

また、海外における自動車市場は、米国における日本の自動車メーカーの伸長や、アジア市場の拡

大により堅調に推移いたしました。 

この様な環境のなかで、当社は技術・品質・製造の体質改革を進めるとともに、既存得意先への拡

販と新規得意先の開拓を図ってまいりました。 

この結果、当社の売上高は、自動車ブレーキ用部品の新製品獲得及び既存品の拡販に伴う受注の好

調により、前年同期比336百万円増の3,310百万円（前年同期比11.3%増）となりました。 

一方、利益面におきましては、工場内レイアウト変更投資による減価償却費の負担増や輸出航空便

費用の増加等があったものの、売上増収効果により、営業利益は、前年同期比48百万円増の121百万円

（同65.8%増）、経常利益は、前年同期比36百万円増の121百万円（同44.0%増）、中間純利益は、前年

同期比40百万円増の65百万円（同170.8%増）となりました。 

なお、部門別の主な状況は、次のとおりであります。 

売上高は、４輪ブレーキ用部品が、前年同期比224百万円増（24.2%増）の1,153百万円、４輪車視界

確保用部品が、前年同期比54百万円増（18.0%増）の355百万円となり利益に貢献しました。 

 

② 通期の見通し 

下期の経営環境は、米国経済の減速懸念や原材料・原油価格の高騰、為替変動等の不安材料が多く、

予断を許さない状況が続くことが予想されます。 

自動車部品業界におきましては、日本の自動車メーカーの海外生産が拡大するのに伴い、グローバル

レベルでの品質・コスト競争が益々加速し、更に厳しさを増すことが予測されます。 

この様な事業環境のなか、下期は、原材料価格の上昇を回避できない状況であり、販売価格への早期

転嫁を図って行くことが 優先課題となっております。 

通期業績の見通しは、平成19年5月8日付「平成19年3月期 決算短信（非連結）」にて発表した計画値

は変更せず、売上高 6,400百万円（前年度比1.9%増）、営業利益 245百万円（前年度比3.4%増）、経常

利益240百万円（前年度比 10.4%減）、当期純利益 125百万円（前年度比9.6%増）を予測しております。 

また、今期は、第６次中期経営計画の 終年度にあたり、諸施策の達成と、次期中期に向けた体質

強化策として「設備保全活動による設備効率の極限の追求」と「新生産管理システムの導入による在庫

ロスの排除」施策を引き続き行ってまいります。 

 

③ 目標とする経営指標の達成状況 

当社は、本業での利益確保を 優先と考え、売上高営業利益率を重視しております。過去の実績は、

3.4%（平成18年3月期）、3.8%（平成19年3月期） 、今期計画は、3.8%を見込んでおります。 

なお、当中間期は、 3.7%となっております。 

 

 (2)  財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当中間会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ10百万円増加の6,270百万円となりました。 

資産の部では、流動資産が前事業年度末に比べ 32 百万円減少の 3,024 百万円となりました。主な要

因は、関連会社からの設備代金受領に伴う未収入金（78 百万円）の減少によるものです。また、固定

資産は、前事業年度末に比べ 43 百万円増加の 3,246 百万円となりました。主な要因は、建物（119 百

万円）の増加によるものです。 

負債の部では、流動負債が前事業年度末に比べ 66 百万円増加の 2,734 百万円となりました。主な要

因は、未払金（53 百万円）の増加によるものです。また、固定負債は、前事業年度末に比べ 73 百万円

減少の926百万円となりました。主な要因は、長期借入金の返済によるものです。 

純資産の部では、前事業年度末に比べ 16 百万円増加の 2,610 百万円となりました。主な要因は、中

間純利益(65百万円)によるものです。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末より16百

万円増加し145百万円となりました。（前事業年度末比12.7%増） 

（営業活動によるキヤッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、325百万円となりました。 

これは主に減価償却費と税引前中間純利益によるものであります。 

前年同期比では、設備代金の支払により未払金が減少し、323百万円減（49.8%減）となりました。 

（投資活動によるキヤッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は、221百万円となりました。 

これは主に能力増強のための生産設備の取得によるものです。 

前年同期比では、382百万円減(63.4%減)となりました。 

（財務活動によるキヤッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は、87百万円となりました。 

これは主に長期借入金の返済と配当金の支払によるものです。 

前年同期比では、9百万円増(12.1%増)となりました。 

 

③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率(%) 51.4 49.8 48.6 41.4 41.6

時価ベースの自己資本比率(%) 35.8 34.5 42.2 31.0 29.8

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率(年) - - - 3.1 2.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) - - - 45.5 64.8

平成17年
3月期

平成19年
9月中間期

平成18年
3月期

平成16年
3月期

平成19年
3月期

 
 

＜キャッシュ・フロー指標のトレンド＞ 

※  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 

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

1. 各指標は、財務数値により計算しており、前事業年度より非連結で開示しております。 

2. 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しております。 

3. 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。 

4. 有利子負債は、貸借対照表(中間貸借対照表)に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての

負債を対象としております。 

5. 利払いは、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

(3)  利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を図りながら、安定した配当の継続

を基本方針としております。 

また、内部留保金につきましては、グローバル化の促進に向け、新技術・新商品の開発及び省力合理化

投資に活用して、将来の成長へつなげていくことで、株主の皆様のご支援にお応えしてまいる所存であり

ます。 

なお、従来同様配当金のお支払は年1回（定時株主総会終了後）を予定しております。 
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２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書（平成19年6月28日提出）における「事業の内容」及び「関係会社の状況」から重要

な変更がないため開示を省略しております。 

 

３．経営方針 

(1) 会社経営の基本方針 

(2) 中長期的な経営戦略 

(3) 会社の対処すべき課題 

上記の項目につきましては、平成19年3月期中間決算短信（平成18年11月10日開示）により開示を行った内

容から重要な変更がないため開示を省略しております。 

当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.tatsumi-ta.co.jp 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 
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４. 中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
 

(平成19年９月30日) 
増減 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     
１．現金及び預金  68,441 145,382  128,992 
２．受取手形 (注５) 260,627 250,128  289,404 

３．売掛金  1,063,921 1,209,991  1,173,692 
４．たな卸資産  693,249 678,193  661,537 
５．繰延税金資産  62,400 81,370  67,876 
６．未収入金  554,070 645,821  724,636 
７．その他 (注３) 91,345 15,082  12,615 
８．貸倒引当金  △1,600 △1,800  △1,800 

流動資産合計   2,792,456 49.9 3,024,170 48.2 231,714  3,056,954 48.8

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 
(注１.
２) 

   

(1）建物  595,042 811,697  691,999 
(2）機械装置  664,062 915,838  960,614 
(3) 建設仮勘定  346,522 22,117  66,837 

(4）その他  255,208 253,585  250,369 

有形固定資産合計   1,860,835 33.2 2,003,238 32.0 142,403  1,969,820 31.5

２．無形固定資産   9,799 0.2 8,474 0.1 △1,325  9,063 0.1

３．投資その他の資産     

(1）関係会社株式  372,900 653,063  653,063 
(2) 前払年金資産  344,427 385,468  363,435 
(3) その他  220,947 196,545  208,056 
投資その他の資産合計   938,274 16.7 1,235,077 19.7 296,803  1,224,555 19.6

固定資産合計   2,808,909 50.1 3,246,790 51.8 437,881  3,203,439 51.2

資産合計   5,601,366 100.0 6,270,961 100.0 669,595  6,260,394 100.0

     

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金  225,511 221,818  239,658 

２．短期借入金 
(注２.
４) 

516,180 611,540  600,620 

３．未払金  1,877,857 1,661,435  1,608,283 
４．未払法人税等  6,704 45,407  68,884 
５．賞与引当金  117,346 127,566  91,852 
６．その他 (注３) 39,061 66,292  57,851 

流動負債合計   2,782,662 49.7 2,734,060 43.6 △48,602  2,667,149 42.6

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金  126,520 769,020  831,840 

２．長期未払金  25,581 -  25,581 

３．繰延税金負債  124,231 133,748  121,390 

 18,018 23,380  20,463 ４．役員退職慰労引当金 
固定負債合計   294,351 5.2 926,149 14.8 631,798  999,275 16.0

負債合計 3,077,013 54.9 3,660,209 58.4 583,196  3,666,425 58.6

（純資産の部） 
  

  

Ⅰ 株主資本     
１．資本金   715,000 12.8 715,000 11.4 -  715,000 11.4
２．資本剰余金     

資本準備金  677,955 677,955  677,955 

       資本剰余金合計   677,955 12.1 677,955 10.8 -  677,955 10.8
３．利益剰余金     

  （１）利益準備金  60,000 60,000  60,000 

  （２）その他の利益剰
余金 

    

     別途積立金  900,000 950,000  900,000 
     繰越利益剰余金  145,953 215,291  235,937 

       利益剰余金合計   1,105,953 19.7 1,225,291 19.5 119,338  1,195,937 19.1
４．自己株式   △260 △0.0 △315 △0.0 △55  △260 △0.0

   株主資本合計   2,498,648 44.6 2,617,931 41.7 119,283  2,588,632 41.3

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券評価
差額金 

  25,705 0.5 △7,179 △0.1 △32,884  5,336 0.1

評価・換算差額等合計   25,705 0.5 △7,179 △0.1 △32,884  5,336 0.1

純資産合計   2,524,353 45.1 2,610,751 41.6 86,398  2,593,968 41.4

負債純資産合計   5,601,366 100.0 6,270,961 100.0 669,595  6,260,394 100.0

     

 



㈱タツミ（7268）平成20年3月期中間決算短信（非連結） 

－  － 

 

 

7

(2) 中間損益計算書 

  

前中間会計期間 
 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

増減 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   2,974,656 100.0 3,310,898 100.0 336,242  6,282,645 100.0

Ⅱ 売上原価   2,652,610 89.2 2,899,929 87.6 247,319  5,528,898 88.0

売上総利益   322,045 10.8 410,968 12.4 88,923  753,747 12.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  249,002 8.3 289,602 8.7 40,600  515,980 8.2

営業利益   73,042 2.5 121,366 3.7 48,324  237,767 3.8

Ⅳ 営業外収益 (注１)  17,157 0.5 19,408 0.6 2,251  68,764 1.1

Ⅴ 営業外費用 (注２)  6,067 0.2 19,687 0.6 13,620  38,212 0.6

経常利益   84,132 2.8 121,087 3.7 36,955  268,319 4.3

Ⅵ 特別利益 (注３)  190 0.0 374 0.0 184  - -

Ⅶ 特別損失 
(注4・
6) 

 37,804 1.2 6,422 0.2 △31,382  65,029 1.1

税引前中間(当期)
純利益 

  46,517 1.6 115,038 3.5 68,521  203,289 3.2

法人税、住民税及
び事業税 

 3,424 42,328  64,888 

過年度法人税等  - - - △190 

法人税等調整額  18,527 21,951 0.8 7,361 49,690 1.5 27,739 24,041 88,739 1.4

中間（当期）純利
益 

  24,566 0.8 65,348 2.0 40,782  114,550 1.8
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 (3) 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金   
資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 別途 

積立金

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

平成18年３月31日残高（千円） 715,000 677,955 677,955 60,000 800,000 261,887 1,121,887 － 2,514,842

中間会計期間中の変動額                   

別途積立金の積立て（注） － － － － 100,000 △100,000 － － －

剰余金の配当（注） － － － － － △36,000 △36,000 － △36,000

役員賞与（注） － － － － － △4,500 △4,500 － △4,500

中間純利益 － － － － － 24,566 24,566 － 24,566

自己株式の取得 － － － － － － － △260 △260

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）
－ － － － 100,000 △115,933 △15,933 △260 △16,194

平成18年９月30日残高（千円） 715,000 677,955 677,955 60,000 900,000 145,953 1,105,953 △260  2,498,648

 

 評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成18年３月31日残高（千円） 45,907 45,907 2,560,750

中間会計期間中の変動額 

別途積立金の積立て（注） － － －

剰余金の配当（注） － － △36,000

役員賞与（注） － － △4,500

中間純利益 － － 24,566

自己株式の取得 － － △260

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△20,202 △20,202 △20,202

中間会計期間中の変動額合計 

（千円）
△20,202 △20,202 △36,397

平成18年９月30日残高（千円） 25,705 25,705 2,524,353

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります 
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当中間会計期間（自平成19年4月1日 至平成19年9月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金   
資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 別途 

積立金

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

平成19年３月31日残高（千円） 715,000 677,955 677,955 60,000 900,000 235,937 1,195,937 △260 2,588,632

中間会計期間中の変動額                   

別途積立金の積立て － － － － 50,000 △50,000 － － －

剰余金の配当 － － － － － △35,995 △35,995 － △35,995

中間純利益 － － － － － 65,348 65,348 － 65,348

自己株式の取得 － － － － － － － △54 △54

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）
－ － － － 50,000 △20,646 29,353 △54 29,298

平成19年９月30日残高（千円） 715,000 677,955 677,955 60,000 950,000 215,291 1,225,291 △315  2,617,931

 

 評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成19年３月31日残高（千円） 5,336 5,336 2,593,968

中間会計期間中の変動額 

別途積立金の積立て － － －

剰余金の配当 － － △35,995

中間純利益 － － 65,348

自己株式の取得 － － △54

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△12,515 △12,515 △12,515

中間会計期間中の変動額合計 

（千円）
△12,515 △12,515 16,782

平成19年９月30日残高（千円） △7,179 △7,179 2,610,751
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金   
資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金 別途 

積立金

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

平成18年３月31日残高（千円）715,000 677,955 677,955 60,000 800,000 261,887 1,121,887 － 2,514,842

事業年度中の変動額                   

別途積立金の積立て（注） － － － － 100,000 △100,000 － － －

剰余金の配当（注） － － － － － △36,000 △36,000 － △36,000

役員賞与（注） － － － － － △4,500 △4,500 － △4,500

当期純利益 － － － － － 114,550 114,550 － 114,550

自己株式の取得 － － － － － － － △260 △260

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）
－ － － － 100,000 △25,949 74,050 △260 73,789

平成19年３月31日残高（千円）715,000 677,955 677,955 60,000 900,000 235,937 1,195,937 △260  2,588,632

 

 評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成18年３月31残高（千円） 45,907 45,907 2,560,750

事業年度中の変動額 

別途積立金の積立て（注） － － －

剰余金の配当（注） － － △36,000

役員賞与（注） － － △4,500

当期純利益 － － 114,550

自己株式の取得 － － △260

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
△40,570 △40,570 △40,570

事業年度中の変動額合計 

（千円）
△40,570 △40,570 33,218

平成19年３月31日残高（千円） 5,336 5,336 2,593,968

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至  平成19年９月30日)

増減 

前事業年度の要約キャッ

シュ・フロー計算書 

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

金額 
（千円） 

金額（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  46,517 115,038  203,289 

減価償却費  149,893 196,950  344,820 

有形固定資産除却損  37,546 3,651  49,315 

減損損失  － 2,240  14,207 

貸倒引当金の増加額(減少△)  △100 －  100 

賞与引当金の増加額  30,270 35,714  4,776 

前払年金資産の増加額  △20,649 △22,033  △39,658 

役員退職慰労引当金の増加額  2,443 2,917  4,888 

受取利息及び受取配当金  △3,688 △610  △4,944 

有価証券売却益  － －  △28,175 

支払利息  3,379 9,998  9,474 

有形固定資産売却益  － △374  － 

有形固定資産売却損  － 530  1,248 

売上債権の減少額(増加△)  △18,925 2,976  △157,473 

たな卸資産の増加額  △86,389 △16,655  △54,678 

その他の流動資産の減少額(増加△)  141,374 76,387  △8,661 

仕入債務の減少額  △18,504 △17,840  △4,357 

未払金の増加額  393,713 3,167  124,183 

役員賞与の支払金額  △4,500 －  △4,500 

その他の流動負債の増加額(減少△)  △1,495 8,440  17,294 

小計  650,885 400,500 △250,385 471,150 

利息及び配当金の受取額  3,688 611  4,943 

利息の支払額  △3,182 △10,038  △10,191 

法人税等の支払額  △2,866 △65,805  △1,961 

営業活動によるキャッシュ・フロー  648,526 325,267 △323,259 463,940 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー      

有価証券の取得による支出  － －  △695 

有価証券の売却による収入  － －  61,889 

有形固定資産の取得による支出  △601,217 △212,168  △975,170 

有形固定資産の売却による収入  － 967  43,969 

投資有価証券の取得による支出  △1,142 △17,311  △281,413 

その他の投資資産の減少額  － 7,390  3,033 

その他の投資による支出  △1,447 －  － 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △603,806 △221,122 382,684 △1,148,387 
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前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

増減 

前事業年度の要約キャッ

シュ・フロー計算書 

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

金額 
（千円） 

金額（千円） 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の減少額  △9,800 －  － 

長期借入金による収入  － －  800,000 

長期借入金の返済による支出  △32,540 △51,900  △52,580 

自己株式の取得による支出  △260 △54  △260 

配当金の支払額  △35,703 △35,799  △35,747 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △78,304 △87,754 △9,450 711,411 

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  － － － － 

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額(減少△)  △33,584 16,390 49,974 26,965 

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  102,026 128,992 26,966 102,026 

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高 (注) 68,441 145,382 76,941 128,992 
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

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

法 定率法を採用しております。 定率法を採用しております。 定率法を採用しております。

 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。 

また、取得原価10万円以上

20万円未満の少額減価償却資産

については、一括して３年間で

均等償却する方法によっており

ます。 

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物      30年～40年

機械装置    12年 

 

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。 

また、取得原価10万円以上

20万円未満の少額減価償却資産

については、一括して３年間で

均等償却する方法によっており

ます。 

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物      30年～40年

機械装置    12年 

 

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。 

また、取得原価10万円以上

20万円未満の少額減価償却資

産については、一括して３年

間で均等償却する方法によっ

ております。 

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物      30年～40年

機械装置    12年 

 

  (会計方針の変更)  

  法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年4月1

日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ4,188千円減少しており

ます。 

(追加情報) 

 法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。 

これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益がそれ

ぞれ8,693千円減少しておりま

す。 

 

なお、上記１．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産以外は、 近の半期報告書(平成18年12月13日提出)における記載から重要

な変更がないため開示を省略しております。
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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18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

(注1)有形固定資産の減価償却累計額 (注1)有形固定資産の減価償却累計額 (注1)有形固定資産の減価償却累計額 

4,254,348千円 4,274,320千円 4,252,536千円 

 なお、上記金額には、減損損失累計

額含まれております。 

なお、上記金額には、減損損失累計額含

まれております。 

(注2)    ─――――― (注2)担保資産及び担保付債務 (注2)担保資産及び担保付債務 

 

担保に供している資産は次のとおり

であります。 

担保に供している資産は次のとおり

であります。 

 千円 千円 

 
  

  

  

  

  

  
  

 
建物 636,807

構築物 13,733

機械装置 455,877

土地 32,895

合計 1,139,313
  

 
建物 400,943

構築物 14,674

機械装置 571,475

土地 32,895

合計 1,019,989
  

 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

 千円 千円 

 
  

  

 
短期借入金 10,000

  

 
短期借入金 10,000

  
(注3)消費税等の取扱い (注3)消費税等の取扱い (注3)    ─――――― 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。 

同    左  

   

(注4)当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結

しております。 

この契約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。 

(注4)当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結

しております。 

この契約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

(注4)当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結

しております。 

この契約に基づく当事業年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。
  

当座貸越極度額 580,000千円 

借入実行残高 440,100千円 

差引額 139,900千円 
  

  
当座貸越極度額 600,000千円

借入実行残高 449,900千円

差引額 150,100千円
  

  
当座貸越極度額 600,000千円

借入実行残高 449,900千円

差引額 150,100千円
  

(注5)中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理をしておりま

す。 

なお、当中間会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の中間期末日

満期手形が中間期末残高に含まれており

ます。 

受取手形 8,374千円 

 

(注5)中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理をしておりま

す。 

なお、当中間会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の中間期末日

満期手形が中間期末残高に含まれており

ます。 

受取手形 9,584千円 

 

(注5)        ―――――― 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

(注1)営業外収益の主要項目 (注1)営業外収益の主要項目 (注1)営業外収益の主要項目 
 
受取配当金 3,688千円 

受取賃貸料 976千円 

製造提携先機械等

売却益 
7,945千円 

製造提携先技術指

導料 
2,300千円 

  

  

  

 
受取利息 105千円

受取配当金 505千円

受取賃貸料 1,012千円
  

製造提携先機械等

売却益 
14,992千円

製造提携先技術指

導料 
1,886千円

 

 
受取利息 133千円

受取配当金 4,810千円

受取賃貸料 1,953千円

有価証券売却益 28,175千円

製造提携先機械等

売却益 
28,896千円

製造提携先技術指

導料 
2,300千円

  

(注2)営業外費用の主要項目 (注2)営業外費用の主要項目 (注2)営業外費用の主要項目 
 
支払利息 3,379千円 

たな卸資産評価損 678千円 

為替差損 2,009千円 
 

 
支払利息 9,998千円

たな卸資産評価損 1,704千円

為替差損 7,984千円
  

 
支払利息 9,474千円

たな卸資産廃棄損 23,005千円

たな卸資産評価損 5,497千円
  

(注3) ―――――― (注3)特別利益の主要項目 (注3) ―――――― 

 固定資産売却益

（主なものは工具

器具備品） 

374千円

 

 

(注4)特別損失の主要項目 (注4)特別損失の主要項目 (注4)特別損失の主要項目 

固定資産除却損

（主なものは建物

と機械装置） 

 

37,546千円 

 

固定資産除却損

（主なものは建物

と機械装置） 

3,651千円

 

固定資産除却損

（主なものは建物

と機械装置） 

49,315千円

 
 減損損失 2,240千円

 
減損損失 14,207千円
 

(5) 減価償却実施額 (5)減価償却実施額 (5)減価償却実施額 
 
有形固定資産 148,749千円 

無形固定資産 747千円 

投資その他の資産 396千円 
  

 
有形固定資産 195,943千円

無形固定資産 588千円

投資その他の資産 418千円
  

 
有形固定資産 342,522千円

無形固定資産 1,483千円

投資その他の資産 814千円
  

(注6) ―――――― (注6)減損損失 

当中間会計期間において、当社は以

下の資産について減損損失を計上しま

した。 

場所：群馬県みどり市 

用途：遊休資産 

種類：機械装置 

事業の用に供していない当該遊休資

産について、回収可能性が認められな

いため、帳簿価額を備忘価額まで減額

し、当該減少額を減損損失(2,240千円)

として特別損失に計上しました。 

なお、当社は、輸送用機器関連事業

単一の事業セグメントにより構成され

ていることから、全体を１つの資産グ

ループとして捉え、遊休資産について

は、個々の資産単位でのグルーピング

を行っております。 

(注6) 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の

資産について減損損失を計上しまし

た。 

場所：群馬県みどり市 

用途：遊休資産 

種類：機械装置 

事業の用に供していない当該遊休資

産について、回収可能性が認められな

いため、帳簿価額を備忘価額まで減額

し、当該減少額を減損損失(14,207千

円)として特別損失に計上しました。 

なお、当社は、輸送用機器関連事業単一

の事業セグメントにより構成されている

ことから、全体を１つの資産グループと

して捉え、遊休資産については、個々の

資産単位でのグルーピングを行っており

ます。 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  
前事業年度末株式数

（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） 

 発行済株式  

   普通株式  6,000,000 － － 6,000,000

合計 6,000,000 － － 6,000,000

 自己株式  

   普通株式（注） － 800 － 800

合計 － 800 － 800

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加800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 

当社は、新株予約権及び自己新株予約権の発行をしていないため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

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 36,000  6.00 平成18年３月31日 平成18年６月27日 

 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

当社は、当中間会計期間に属する配当を実施しないため該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  
前事業年度末株式数

（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） 

 発行済株式  

   普通株式  6,000,000 － － 6,000,000

合計 6,000,000 － － 6,000,000

 自己株式  

   普通株式（注） 800 187 － 987

合計 800 187 － 987

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加187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 

当社は、新株予約権及び自己新株予約権の発行をしていないため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

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 35,995  6.00 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

当社は、当中間会計期間に属する配当を実施しないため該当事項はありません。 
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前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  
前事業年度末株式数 

(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)

 発行済株式   

   普通株式（注）  6,000,000 － － 6,000,000

合計 6,000,000 － － 6,000,000

 自己株式   

   普通株式（注） － 800 － 800

合計 － 800 － 800

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加800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 

当社は、新株予約権及び自己新株予約権の発行をしていないため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

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 36,000  6.00 平成18年３月31日 平成18年６月27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 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 35,995  6.00 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

(注) 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

(注) 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

(注) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

(平成18年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 68,441千

円 

有価証券勘定 59,115千

円 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
－千円 

価値変動のリスクのあ

る有価証券等 
△59,115千円 

現金及び現金同等物 68,441千円 
 

(平成19年９月30日現在)

現金及び預金勘定 145,382千円 

現金及び現金同等物 145,382千円 
 

(平成19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 128,992千円

現金及び現金同等物 128,992千円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１．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

額及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び期末残高相当額 

     

 
取 得 価 額

相当額 

(千円) 

減価償却累

計額相当額 

(千円)

中間期末残

高相当額 

(千円) 

機械装置 900,650 461,201 439,448 

(有形固

定資産)

その他 
23,401 12,904 10,496 

合計 924,051 474,106 449,945 

 

     

 
取 得 価 額

相当額 

(千円)

減価償却累

計額相当額

(千円)

中間期末残

高相当額

(千円)

機械装置 1,050,257 379,752 670,504

(有形固

定資産)

その他 
19,619 10,808 8,811

合計 1,069,877 390,560 679,316

 

     

 
取得価額相

当額 

(千円) 

減価償却累

計額相当額

(千円)

期末残高相

当額 

(千円)

機械装置 1,046,490 554,020 492,469

(有形固

定資産)

その他 
19,904 11,328 8,575

合計 1,066,394 565,349 501,044

 
 

(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 

１年内 

１年超 

96,034千円

365,052千円

合計 461,087千円
 

 

(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 

１年内 

１年超 

113,424千円

574,298千円

合計 687,722千円
 

 

(2)未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 

１年超 

86,162千円

424,505千円

合計 510,667千円
 

 

(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、支払

利息相当額及び減損損失 

 

(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、支

払利息相当額及び減損損失 

 

(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、支

払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 

減価償却費相当額 

65,248千円

56,881千円

支払利息相当額 

 

7,999千円

 

支払リース料 

減価償却費相当額

80,235千円

63,062千円

支払利息相当額

 

12,531千円

 

支払リース料 

減価償却費相当額 

173,925千円

150,641千円

支払利息相当額 

 

21,636千円

 
(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 

(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 

額を零とする定額法によっておりま

す。 

 

  

(5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法

によっております。 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同 左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同 左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 40,593千円

１年超 236,367千円

合計 276,960千円
 

１年内 40,593千円

１年超 203,155千円

合計 243,748千円
 

１年内 40,593千円

１年超 216,070千円

合計 256,663千円
 

(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） 

（前中間会計期間末） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 前中間会計期間末（平成18年９月30日） 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 124,184 141,245 17,061 

(2)債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他  － － － 

(3)その他 33,019 59,115 26,096 

合計 157,203 200,361 43,158 

 

３．時価のない有価証券の主な内容 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 
 

中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 1,000 

 

（当中間会計期間末） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 141,604 129,550 △12,053 

(2)債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他  － － － 

(3)その他  － － － 

合計 141,604 129,550 △12,053 

 

３．時価のない有価証券の主な内容 

当中間会計期間末（平成19年９月30日） 
 

中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 1,000 
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（前事業年度末） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 前事業年度末（平成19年３月31日） 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 124,292 133,253 8,960 

(2)債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他  － － － 

(3)その他  － － － 

合計 124,292 133,253 8,960 

 

３．時価のない有価証券の主な内容 

前事業年度末（平成19年３月31日） 
 

貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 1,000 

 

(開示の省略) 

デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項につきましては、重要な変更がなく、

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

（持分法損益等） 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 

関連会社に対する投資の金額

(千円) 
372,900 653,063 653,063 

持分法を適用した場合の投資

の金額(千円) 
342,966 631,680 648,757 

持分法を適用した場合の投資

利益の金額(千円) 
4,898 1,871 16,934 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 
 
１株当たり純資産額 420.78円 

１株当たり中間純利益

金額 
4.09円 

  

 
１株当たり純資産額 435.20円

１株当たり中間純利益

金額 
10.89円

  

 
１株当たり純資産額 432.39円

１株当たり当期純利益

金額 
19.09円

  
なお、潜在株式調整後1株当たり中間

純利益金額については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。 

同    左 なお、潜在株式調整後1株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。 

 （注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

純資産の部の合計額 2,524,353千円 2,610,751千円 2,593,968千円 

純資産の部の合計額から控除する金額 － － － 

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額 2,524,353千円 2,610,751千円 2,593,968千円 

中間期末（期末）の普通株式の数 5,999,200株 5,999,013株 5,999,200株 

 （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。 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

中間（当期）純利益 24,566千円 65,348千円 114,550千円 

普通株主に帰属しない金額 － － － 

(うち利益処分による役員賞与金) (  －千円) (  －千円) (  －千円) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 24,566千円 65,348千円 114,550千円 

期中平均株式数 5,999,921株 5,999,180株 5,999,561株 

 

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 同    左 同    左 
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５. 部門別販売の状況 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日)

前年同期比 

事業部門 品  目 

金額(千円) 
割合

(%) 
金額(千円) 

比率

(%) 

視界確保 355,877 10.8 54,298 118.0 

利便快適 700,140 21.2 8,801 101.3 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(注1) 81,950 2.5 843 101.0 

ｴﾝｼﾞﾝ補機 219,671 6.6 △19,870 91.7 

4輪ﾌﾞﾚｰｷ(注1) 1,153,622 34.8 224,666 124.2 

2輪ﾌﾞﾚｰｷ(注1) 137,021 4.1 △46,556 74.6 

2輪汎用 488,987 14.8 35,142 107.7 

自動車用部品 

小計 3,137,271 94.8 257,326 108.9 

輸送用機器

関連事業 

その他 応用機器 173,626 5.2 78,915 183.3 

合計 3,310,898 100.0 336,241 111.3 

（注）1. 当中間会計期間より品目の管理区分を変更しております。 

（前中間会計期間における利便快適に含まれるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝは81,106千円、ｴﾝｼﾞﾝ補機に含まれる4輪ﾌﾞﾚｰｷは928,955千

円、2輪汎用に含まれる2輪ﾌﾞﾚｰｷは183,577千円であります。） 

2. 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりです。 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日) 相手先 

金額(千円) 割合(%) 金額(千円) 比率(%)

㈱ミツバ 1,419,781 47.7 1,534,167 46.3

曙ブレーキ工業㈱ 571,812 19.2 638,890 19.3

日信工業㈱ 386,580 13.0 546,557 16.5

3.上記の金額には、消費税等を含んでおりません。 
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