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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数の平均臨時雇用者数は（ ）内に外数で表示しております。 

３．第56期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

回次 第54期中 第55期中 第56期中 第54期 第55期 

決算年月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 平成16年３月 平成17年３月 

(1) 連結経営指標等      

売上高（百万円） 58,946 66,334 73,480 122,280 136,306 

経常利益（百万円） 4,875 6,499 7,176 10,996 11,696 

中間(当期)純利益（百万円） 2,678 3,483 4,235 5,178 6,299 

純資産額（百万円） 65,887 72,652 80,734 69,613 76,032 

総資産額（百万円） 108,522 116,273 129,525 110,798 123,288 

１株当たり純資産額（円） 1,441.57 1,495.19 1,621.53 1,432.90 1,525.24 

１株当たり中間(当期)純利益

（円） 
58.82 71.76 85.07 108.84 127.61 

潜在株式調整後１株当たり中間 

(当期)純利益（円） 
55.86 71.74 ― 106.12 127.59 

自己資本比率（％） 60.7 62.5 62.3 62.8 61.7 

営業活動によるキャッシュ・フ 

ロー（百万円） 
4,840 7,585 5,735 13,612 13,369 

投資活動によるキャッシュ・フ 

ロー（百万円） 
△5,392 △4,484 △7,600 △10,778 △10,838 

財務活動によるキャッシュ・フ 

ロー（百万円） 
△1,642 △510 339 △2,229 △333 

現金及び現金同等物の中間期末 

(期末)残高（百万円） 
14,284 19,382 17,540 16,751 18,892 

従業員数 

(平均臨時雇用者数)（人） 

4,314 

(1,134) 

5,017 

(1,179) 

5,634 

(1,445) 

4,392 

(1,157) 

5,232 

(1,326) 

(2) 提出会社の経営指標等      

売上高（百万円） 35,917 38,964 41,662 73,832 79,851 

経常利益（百万円） 2,985 3,729 3,976 5,956 6,237 

中間(当期)純利益（百万円） 1,746 2,245 2,750 2,687 2,997 

資本金（百万円） 7,222 7,272 8,284 7,226 8,284 

発行済株式総数（千株） 48,513 48,592 49,793 48,520 49,793 

純資産額（百万円） 49,292 54,649 58,752 52,903 56,435 

総資産額（百万円） 73,698 78,158 81,575 75,478 80,365 

１株当たり中間(年間)配当額 

（円） 
6.00 7.50 10.00 15.00 18.00 

自己資本比率（％） 66.9 69.9 72.0 70.1 70.2 

従業員数 

(平均臨時雇用者数)（人） 

1,692 

(691) 

1,643 

(815) 

1,670 

(954) 

1,657 

(705) 

1,622 

(857) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（出向者数については、出向先の従業員数に含めております。）であり、臨時雇用者数

は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

２．臨時雇用者数には、季節工、派遣社員を含めております。 

３．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない研究開発部門等に所属

しているものであります。 

(2) 提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（出向者数については、出向先の従業員数に含めております。）であり、臨時雇用者数

は（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

２．臨時雇用者数には、季節工、派遣社員を含めております。 

(3) 労働組合の状況 

 労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

ＭＴ 2,646 (473) 

ＡＴ 1,959 (869) 

その他 898 (103) 

全社（共通） 131 (0) 

合計 5,634 (1,445) 

平成17年９月30日現在

従業員数(人) 1,670 (954) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

 自動車業界においては、鋼材及び原油の価格高騰によるコスト増加、米国メーカーの不振による市場の不安定要因

があったものの、日系メーカーを中心に業績は堅調に推移いたしました。 

 このような環境の中で、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、国内及び米国においては自動車メーカーの

アウトソーシングが進むＡＴ（自動変速装置関連）事業に、市場拡大の進むアジア地域においてはＭＴ（手動変速装

置関連）事業に注力し、経営基盤の拡大に努めてまいりました。 

 この結果、当中間期においては、主として国内におけるＡＴ事業の受注が増加したこと、アジア・米国事業も堅調

に推移したことから、売上高は ７３４億円（前年同期比 １０．８％増）となりました。営業利益は、鋼材価格の上

昇に伴う調達コスト、受注増加への対応コスト等の増加もありますが、売上高の増加と徹底したコストダウン活動に

より ６８億円（前年同期比 ７.７％増）、経常利益は ７１億円（前年同期比 １０．４％増）、中間純利益は ４２

億円（前年同期比 ２１．６％増）となりました。 

（セグメント情報） 

 事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

［ＭＴ事業］ 

 国内では、小型車組付用・補修用の売上が減少したものの、タイを中心にアジア地域において売上が増加し、その

結果、ＭＴ事業としての売上高は ２４４億円（前年同期比 １．５％増）、営業利益は ２９億円（前年同期比 ８．

９％減）となりました。 

［ＡＴ事業］ 

 国内トランスミッションメーカー、韓国メーカー向けの受注増加により、売上高は ４２４億円（前年同期比 １

７．４％増）、営業利益は ３６億円（前年同期比 １６．５％増）となりました。 

［その他事業］ 

 バイク用製品の受注増加、建設機械業界の需要が回復の兆しを見せ始めたことにより、売上高は ９３億円（前年

同期比 ３．６％増）、営業利益は ５億円（前年同期比 ５５．７％増）となりました。 

 所在地別セグメントの概況は次のとおりであります。 

［日本］ 

 国内販売では、ＭＴ事業の減少はあるもののＡＴ事業の増加が多く、輸出については、韓国向けの増加により、売

上高は ５８０億円（前年同期比 ８．９％増）、営業利益は ４６億円（前年同期比 ６．３％増）となりました。 

［米国］ 

 米国メーカーの不振等あるものの、ほぼ横ばいに推移し、売上高は １３６億円（前年同期比 ３．３％増）、営業

利益は １０億円（前年同期比 ３．３％増）となりました。 

［アジア・オセアニア］ 

 アジア諸国の自動車生産が順調に推移していること、バイク用製品の販売が増加したことにより、売上高は ９７ 

億円（前年同期比 ４６．２％増）、営業利益は １１億円（前年同期比 ３２．２％増）となりました。 

［その他］ 

 売上高は ９億円（前年同期比 ６．２％増）、営業利益は ０億円（前年同期比 ２３．０％減）となりました。 

(2) キャッシュ・フロー 

 営業活動によって得た資金は、前年同期比 １８億円減少し ５７億円となりました。主な内訳は次のとおりであり

ます。税金等調整前中間純利益は ７１億円（前年同期は ６２億円）、減価償却費は ３９億円（前年同期は ３６億

円）となりました。運転資本は、販売の好調に伴って、売上債権、たな卸資産が合わせて １７億円増加し、仕入債

務も ２億円増加しました。また、確定拠出年金制度の移換金未払分を一部支払ったことにより長期未払金が ９億円

減少しました。法人税等の支払額は ２８億円となりました。 

 投資活動に使用した資金は、前年同期比 ３１億円増加し ７６億円となりました。主なものは、設備投資による支

出 ７４億円（前年同期は ４４億円）であります。 

 財務活動によって得た資金は ３億円（前年同期は △５億円）となりました。主なものは、配当金の支払 ５億

円、長・短借入金の増加 ９億円であります。 

 以上の結果により、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、前期末と比較して １３億円減少し、 １７５億円と

なりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注状況 

 当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．上記はすべて継続的な受注であるため、受注残高は１ヵ月間相当額を記載しております。 

(3) 販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対

する割合は次のとおりであります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

ＭＴ 23,946 102.1 

ＡＴ 41,805 116.9 

その他 7,483 115.6 

合計 73,234 111.4 

事業の種類別セグメントの名称 
受注高 
（百万円） 

前年同期比 
（％） 

受注残高 
（百万円） 

前年同期比 
（％） 

ＭＴ 24,645 102.3 4,318 109.5 

ＡＴ 42,207 117.9 6,697 120.9 

その他 7,380 105.8 1,403 96.1 

合計 74,233 111.0 12,419 113.5 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

ＭＴ 24,247 100.9 

ＡＴ 41,898 117.0 

その他 7,335 112.7 

合計 73,480 110.8 

相手先 

前中間連結会計期間 
（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

ジヤトコ株式会社 8,282 12.5 10,788 14.7 

フォードモーターカンパニー 7,125 10.7 6,491 8.8 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が対処すべき課題について、重要な変更

はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 自動車メーカーの駆動系開発における重点テーマは、燃料消費率の向上とコスト低減による競争力の強化が主流で

あります。当社グループ（当社及び連結子会社）は、そのようなニーズに基づいた、顧客によろこんでいただける商

品開発のため研究開発活動を強化し、グローバル化が急速に進む自動車・部品産業の中で、駆動及び伝導装置の専門

メーカーとして、国際競争力のある製品開発に取り組んでおります。 

 現在の当社グループの研究開発活動は、ＭＴ事業、ＡＴ事業を中心に推進しております。研究開発スタッフはグル

ープ全体で 275名にのぼり、これは総従業員数の約５％にあたっております。 

 当中間連結会計期間における各事業部門別の研究開発活動の状況は次のとおりであります。なお、研究開発費につ

いては、各事業部門に配賦できない新製品開発費 436百万円が含まれており、当中間連結会計期間の研究開発費の総

額は 1,904百万円となっております。 

［ＭＴ事業］ 

 マニュアルクラッチ関係では、地球の温暖化を抑制するＣＯ２排出削減のためのガソリンエンジンの変化や小型直

接噴射ディーゼルエンジンの普及など周辺の変化に対応した高性能振動吸収ダンパーを引き続き開発しております。

 また、新しく大きな流れとして商用車を中心に発進・変速操作をドライバーに代わって自動制御することによって

運転を楽にし、同時に燃料消費率を改善する駆動系の開発が進められており、当社はそれらの駆動系の変化に対応し

てクラッチ操作の自動制御のためのコンピュータユニットや、その指令に従って正確にクラッチをコントロールする

アクチュエータユニットなど新しい分野の製品開発も進めております。 

 なお、当セグメントに要した研究開発費は 495百万円であります。 

［ＡＴ事業］ 

 自動変速装置部品であるトルクコンバータに関して、内部の油の流れを解明し、性能改善につなげる研究を最新の

コンピュータシステムを駆使して実施しております。具体的には、近時の自動車のパワープラントスペース縮小に対

応して、小さなスペースに収めやすい形状でありながら伝達効率の高いトルクコンバータの開発を継続的に進めてお

り、これらの研究成果に基づく新製品により新たな受注を獲得しております。 

 なお、当セグメントに要した研究開発費は 804百万円であります。 

［その他の事業］ 

 フォークリフトやラフテレーンクレーン車などの運転性・作業性向上及び伝達効率の追求を目的とした、トランス

ミッションの自動化や性能向上開発を継続的に行ってまいります。 

 なお、当セグメントに要した研究開発費は 168百万円であります。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 前連結会計年度末現在における当連結会計年度１年間の設備投資（新設及び除却）計画は、当中間連結会計期間末

現在において次のとおり変更されております。なお、計画数値には、当中間連結会計期間において投資（建設仮勘定

を除く）された金額を除いております。 

 （注）１．金額には消費税等を含んでおりません。 

２．設備投資計画の所要資金は、主として自己資金をもって充当する予定であります。 

３．各セグメントにおける設備投資に重要な変更はありません。 

４．経常的な設備の更新のための除却・売却を除き、重要な設備の除却・売却の計画はありません。 

５．当中間連結会計期間の設備投資金額（建設仮勘定を除く） 

 （注）設備投資の所要資金は、主として自己資金を充当しております。 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備投資計画金額 
（百万円） 

設備等の主な内容・目的 

ＭＴ 755 手動変速装置用部品生産設備等 

ＡＴ 6,175 自動変速装置用部品生産設備等 

その他 331 
運搬車両用、建設機械用、産業機械用駆動及び伝導装

置生産設備、金型・治工具生産設備等 

合計 7,261  

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備投資金額 
（百万円） 

設備等の主な内容・目的 

ＭＴ 2,144 手動変速装置用部品生産設備等 

ＡＴ 3,924 自動変速装置用部品生産設備等 

その他 668 
運搬車両用、建設機械用、産業機械用駆動及び伝導装

置生産設備、金型・治工具生産設備等 

合計 6,738  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1)【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注）定款において「株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる」旨定められております。 

②【発行済株式】 

(2)【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3)【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 168,000,000 

計 168,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数(株) 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数(株) 
（平成17年12月５日） 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通

株式 
49,793,736 同左 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

（各市場第一部） 

－ 

計 49,793,736 同左 － － 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増減
額（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成17年４月１日～ 

 平成17年９月30日 
－ 49,793 － 8,284 － 7,540 



(4)【大株主の状況】 

（注）上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社    5,468千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社      3,496千株 

資産管理サービス信託銀行株式会社        2,223千株 

平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 

アイシン精機株式会社 愛知県刈谷市朝日町２丁目１ 7,230 14.52 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社 
東京都中央区晴海１丁目８－１１ 5,468 10.98 

アイシンホールディングスオブ

アメリカ 

(常任代理人株式会社三井住友銀行国際

投資サービス部) 

200 W.22nd Street,Suite 253,Lombard, 

IL 60148 U.S.A. 

（東京都千代田区丸の内１丁目３番２号） 

4,500 9.03 

アイシンヨーロッパＳＡ 

(常任代理人株式会社三井住友銀行国際

投資サービス部) 

Avenue de L'Industrie 21,Parc Industriel, 

1420 Braine-L'Alleud,BELGIUM 

（東京都千代田区丸の内１丁目３番２号） 

4,500 9.03 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社 
東京都港区浜松町２丁目１１－３ 3,496 7.02 

資産管理サービス信託銀行株式

会社 

東京都中央区晴海１丁目８－１２晴海アイランド

トリトンスクエアオフィスタワーＺ 
2,223 4.46 

日野自動車株式会社 東京都日野市日野台３丁目１－１ 1,271 2.55 

ダイハツ工業株式会社 大阪府池田市ダイハツ町１－１ 1,241 2.49 

ジェーピーエムシービーオムニ

バスユーエスペンショントリー

ティージャスデック 

(常任代理人株式会社みずほコーポレー

ト銀行兜町証券決済業務室) 

270 Park Avenue,New York,NY 10017-2070, 

U.S.A. 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

1,191 2.39 

芭蕉会 大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１－１ 841 1.68 

計 － 31,965 64.19 



(5)【議決権の状況】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が 7,300株、議決権の数が 73個が含ま

れております。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

①【発行済株式】 平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式       4,600 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  49,758,900 497,589 － 

単元未満株式 普通株式      30,236 － １単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数 49,793,736 － － 

総株主の議決権 － 497,589 － 

②【自己株式等】 平成17年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計 (株) 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社エクセディ 
大阪府寝屋川市木田

元宮１丁目１番１号 
4,600 － 4,600 0.00 

計 － 4,600 － 4,600 0.00 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,844 1,844 1,992 2,125 2,535 2,600 

最低（円） 1,660 1,740 1,748 1,962 1,985 2,125 



３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

①退任取締役 

②役職の異動 

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役 品質保証本部副本部長 藤原 修 平成17年10月31日 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

専務取締役 

品質保証本部統括、営業本

部・技術開発本部・管理本

部・調達本部・ＡＴ事業

部・企画室担当、総務本部

管掌、海外ビジネス統括 

専務取締役 

営業本部・開発本部・ＭＴ

事業部・ＡＴ事業部・ＴＳ

事業部・企画室担当、管理

本部・技術本部・調達本

部・総務本部管掌、海外ビ

ジネス統括 

清水 春生 平成17年７月１日 

専務取締役 

上野事業所長、ＡＴ事業部

長、ＭＴ事業部・ＴＳ事業

部・生産技術本部・ドンピ

シャ生産推進室担当、ＤＰ

Ｍ・上野安全環境担当 

専務取締役 

上野事業所長、ＡＴ事業部

長、生産技術本部長・ＤＰ

Ｍ・上野安全環境担当 
寺田 悦次 平成17年11月１日 

常務取締役 

営業本部長、調達本部長、

スポーツＢＣ担当 

常務取締役 

営業本部長、調達本部・ス

ポーツＢＣ担当 

松田 雅之 平成17年７月１日 

取締役 

生産技術本部長 

取締役 

開発本部長、技術本部担当 
梶谷 郊二 平成17年７月１日 

取締役 

ＴＳ事業部長、生産技術本

部副本部長、ドンピシャ生

産推進室長、工機工場担当 

取締役 

ＭＴ事業部長、ＴＳ事業部

長、生産技術副本部長 
神藤 克己 平成17年11月１日 

取締役 

技術開発本部長、ＲＣＤ統

括 

取締役 

技術本部長、ＲＣＤ統括 三浦 秀喜 平成17年11月１日 

取締役 

ＭＴ事業部長、特命：タ

イ・中国・インド・インド

ネシア生産業務及び課題改

善 

取締役 

本浦 正則 平成17年11月１日 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

（1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省

令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

（2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30

日まで）の中間財務諸表について、中央青山監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1)【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16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※２ 19,418   17,585   18,960   

２．受取手形及び売掛金 ※２ 26,982   30,396   29,106   

３．たな卸資産 ※２ 10,906   12,890   11,855   

４．繰延税金資産  1,735   2,479   2,437   

５．その他  1,196   3,018   2,662   

６．貸倒引当金  △381   △1,258   △1,238   

流動資産合計   59,858 51.5  65,111 50.3  63,782 51.7 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 
※１ 
※２          

１．建物及び構築物  14,156   14,837   13,864   

２．機械装置及び運搬具  20,007   22,939   20,834   

３．土地  7,032   7,146   7,117   

４．その他  6,756   9,756   7,902   

有形固定資産合計  47,951   54,679   49,718   

(2) 無形固定資産  946   1,158   1,194   

(3) 投資その他の資産           

１．投資有価証券  3,170   2,000   1,617   

２．繰延税金資産  2,517   4,837   5,291   

３．その他  1,965   1,846   1,798   

４．貸倒引当金  △135   △109   △114   

投資その他の資産合計  7,517   8,575   8,593   

固定資産合計   56,415 48.5  64,413 49.7  59,505 48.3 

資産合計   116,273 100.0  129,525 100.0  123,288 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛金  11,753   13,258   12,765   

２．短期借入金 ※２ 4,939   4,757   3,616   

３．未払費用  4,093   4,112   4,290   

４．未払法人税等  2,453   2,149   2,963   

５．製品保証引当金  426   704   501   

６．その他  3,391   4,734   3,509   

流動負債合計   27,059 23.3  29,717 23.0  27,646 22.4 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２ 2,738   2,675   2,687   

２．繰延税金負債  408   505   487   

３．退職給付引当金  8,036   8,252   8,115   

４．役員退職慰労引当金  335   325   374   

５．長期未払金  ―   1,489   2,398   

６．その他  612   144   403   

固定負債合計   12,131 10.4  13,393 10.3  14,466 11.7 

負債合計   39,190 33.7  43,110 33.3  42,112 34.1 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   4,431 3.8  5,680 4.4  5,143 4.2 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   7,272 6.2  8,284 6.4  8,284 6.7 

Ⅱ 資本剰余金   7,757 6.7  8,767 6.8  8,767 7.1 

Ⅲ 利益剰余金   58,356 50.2  64,430 49.7  60,807 49.3 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   1,030 0.9  577 0.4  413 0.4 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △1,762 △1.5  △1,318 △1.0  △2,236 △1.8 

Ⅵ 自己株式   △2 △0.0  △6 △0.0  △5 △0.0 

資本合計   72,652 62.5  80,734 62.3  76,032 61.7 

負債、少数株主持分及び資
本合計   116,273 100.0  129,525 100.0  123,288 100.0 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
比率 
（％）

金額（百万円） 
比率 
（％）

金額（百万円） 
比率 
（％）

Ⅰ 売上高   66,334 100.0  73,480 100.0  136,306 100.0 

Ⅱ 売上原価   50,306 75.8  56,813 77.3  104,010 76.3 

売上総利益   16,028 24.2  16,666 22.7  32,296 23.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費           

１．荷造運送費  2,349   2,407   5,062   

２．製品保証引当金繰入額  202   286   356   

３．貸倒引当金繰入額  176   －   197   

４．役員報酬・給与手当  2,232   2,276   4,466   

５．退職給付費用  146   138   292   

６．役員退職慰労引当金 
繰入額  65   37   107   

７．研究開発費  1,995   1,904   3,945   

８．その他  2,485 9,654 14.6 2,753 9,804 13.4 5,083 19,512 14.3 

営業利益   6,374 9.6  6,862 9.3  12,784 9.4 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  29   42   75   

２．受取配当金  16   8   28   

３．受取賃貸料  45   44   91   

４．為替差益  63   221   －   

５．持分法による投資利益  45   96   －   

６．その他  141 342 0.5 140 553 0.8 446 641 0.5 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  77   68   158   

２．固定資産売廃却損  69   82   340   

３．貸倒引当金繰入額  －   17   885   

４．為替差損  －   －   76   

５．持分法による投資損失  －   －   70   

６．その他  70 217 0.3 70 239 0.3 197 1,729 1.3 

経常利益   6,499 9.8  7,176 9.8  11,696 8.6 

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※１ 37   －   37   

２．投資有価証券売却益  － 37 0.1 － － － 1,191 1,228 0.9 

Ⅶ 特別損失           

１．退職給付会計基準変更時
差異償却  303   －   606   

２．退職給付制度変更関連費
用  －   －   2,922   

３．子会社事業再編損失  －   －   478   

４．その他  27 331 0.5 － － － 24 4,033 3.0 

税金等調整前中間(当期)
純利益   6,205 9.4  7,176 9.8  8,892 6.5 

法人税、住民税及び 
事業税  2,372   2,087   4,524   

法人税等調整額  △200 2,172 3.3 417 2,505 3.4 △3,223 1,301 1.0 

少数株主利益(控除)   549 0.8  436 0.6  1,291 0.9 

中間(当期)純利益   3,483 5.3  4,235 5.8  6,299 4.6 

           



③【中間連結剰余金計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで）

当中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   7,712  8,767  7,712 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

１．株式の発行  －  －  1,009  

２．新株引受権の権利行
使による新株発行 

 45 45 － － 46 1,055 

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  7,757  8,767  8,767 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   55,406  60,807  55,406 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

中間（当期）純利益  3,483 3,483 4,235 4,235 6,299 6,299 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．配当金  436  522  801  

２．役員賞与  97 533 90 613 97 898 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  58,356  64,430  60,807 

        



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 

（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間(当期)純利益  6,205 7,176 8,892 

減価償却費  3,654 3,948 7,998 

固定資産売却益  △47 － － 

固定資産売廃却損  69 82 340 

投資有価証券売却益  － － △1,191 

貸倒引当金の増加額  171 17 1,065 

退職給付引当金の増加額  109 137 187 

受取利息及び受取配当金  △45 △51 △103 

支払利息  77 68 158 

売上債権の増加額  △1,301 △961 △3,649 

たな卸資産の増加額  △545 △780 △1,365 

仕入債務の増加額  749 235 1,845 

長期未払金の増加(減少)額  － △914 2,156 

その他  73 △353 458 

小    計  9,170 8,606 16,791 

利息及び配当金の受取額  45 54 104 

利息の支払額  △69 △62 △149 

法人税等の支払額  △1,561 △2,862 △3,377 

営業活動によるキャッシュ・フロー  7,585 5,735 13,369 

     

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △8 △300 △41 

定期預金の払戻による収入  31 24 31 

有形固定資産の取得による支出  △4,444 △7,375 △10,881 

有形固定資産の売却による収入  53 218 132 

無形固定資産の取得による支出  △141 △74 △545 

投資有価証券の売却による収入  － － 1,767 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出  － － △103 

連結子会社株式の取得による支出  － △48 － 

非連結子会社株式の取得による支出  － △0 △100 

貸付による支出  － △410 △1,926 

貸付金の回収による収入  － 335 694 

その他  24 29 133 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,484 △7,600 △10,838 

     

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額  687 1,117 1,647 

長期借入れによる収入  300 － 158 

長期借入金の返済による支出  △938 △129 △3,235 

株式の発行による収入  － － 2,020 

配当金の支払額  △436 △522 △801 

少数株主への配当金の支払額  △212 △123 △212 

その他  89 △1 88 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △510 339 △333 

     

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  39 173 △56 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加(減少)額  2,630 △1,352 2,140 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  16,751 18,892 16,751 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
(期末)残高 

※１ 19,382 17,540 18,892 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

㈱ダイナックス、㈱ディーケープロナ

ック、㈱エクセネット物流 

① 連結子会社 19社

(1) 国内子会社 ３社

同左 

① 連結子会社 21社

(1) 国内子会社 ３社

同左 

① 連結子会社 20社

(1) 国内子会社 ３社

(2) 在外子会社 16社 (2) 在外子会社 18社 (2) 在外子会社 17社

エクセディホールディングスオブアメ

リカコーポレーション、エクセディア

メリカコーポレーション、ダイキンク

ラッチコーポレーション、ダイナック

スアメリカコーポレーション、ダイナ

ックスノースアメリカセールスコーポ

レーション、エクセディオーストラリ

アＰＴＹ．リミテッド、エクセディミ

ドルイーストＦＺＣＯ．、エクセディ

クラッチヨーロッパリミテッド、ユー

ロエクセディクラッチリミテッド、サ

イアムディーケーテクノロジーカンパ

ニーリミテッド、エクセディフリクシ

ョンマテリアルカンパニーリミテッ

ド、エクセディ（マレーシア）ＳＤ

Ｎ．ＢＨＤ．、愛思帝（重慶）駆動系

統有限公司、愛思帝（上海）複合摩擦

材料有限公司、上海達耐時汽車配件有

限公司、達耐時工業（上海）有限公司 

 なお、愛思帝（上海）複合摩擦材料

有限公司は、平成16年６月４日に設立

いたしました。 

エクセディホールディングスオブアメ

リカコーポレーション、エクセディア

メリカコーポレーション、ダイキンク

ラッチコーポレーション、ダイナック

スアメリカコーポレーション、ダイナ

ックスノースアメリカセールスコーポ

レーション、エクセディダイナックス

アメリカコーポレーション、エクセデ

ィオーストラリアＰＴＹ．リミテッ

ド、エクセディミドルイーストＦＺＣ

Ｏ．、エクセディクラッチヨーロッパ

リミテッド、ユーロエクセディクラッ

チリミテッド、エクセディ（タイラン

ド）カンパニーリミテッド、エクセデ

ィフリクションマテリアルカンパニー

リミテッド、エクセディ（マレーシ

ア）ＳＤＮ．ＢＨＤ．、愛思帝（重

慶）駆動系統有限公司、愛思帝（上

海）複合摩擦材料有限公司、上海達耐

時汽車配件有限公司、達耐時工業（上

海）有限公司、Ｐ．Ｔ．ダイキンクラ

ッチインドネシア 

 なお、エクセディダイナックスアメ

リカコーポレーションは、平成17年７

月１日に設立いたしました。 

エクセディホールディングスオブアメ

リカコーポレーション、エクセディア

メリカコーポレーション、ダイキンク

ラッチコーポレーション、ダイナック

スアメリカコーポレーション、ダイナ

ックスノースアメリカセールスコーポ

レーション、エクセディオーストラリ

アＰＴＹ．リミテッド、エクセディミ

ドルイーストＦＺＣＯ．、エクセディ

クラッチヨーロッパリミテッド、ユー

ロエクセディクラッチリミテッド、エ

クセディ（タイランド）カンパニーリ

ミテッド、エクセディフリクションマ

テリアルカンパニーリミテッド、エク

セディ（マレーシア）ＳＤＮ．ＢＨ

Ｄ．、愛思帝（重慶）駆動系統有限公

司、愛思帝（上海）複合摩擦材料有限

公司、上海達耐時汽車配件有限公司、

達耐時工業（上海）有限公司、Ｐ．

Ｔ．ダイキンクラッチインドネシア 

 なお、愛思帝（上海）複合摩擦材料

有限公司は、平成16年６月４日に設立

いたしました。Ｐ．Ｔ．ダイキンクラ

ッチインドネシアは、株式の追加取得

により、連結子会社となりました。 

 また、エクセディ（タイランド）カ

ンパニーリミテッドは、サイアムディ

ーケーテクノロジーカンパニーリミテ

ッドが社名を変更したものでありま

す。 

㈱ディーケービルサービス、㈱ディー

ビーエスキャリアサービス、㈱デイ・

エイチ、㈱ニッポンリターダシステ

ム、㈱プロネット 

② 非連結子会社 ５社

国内子会社 ５社

㈱ディーケービルサービス、㈱ディー

ビーエスキャリアサービス、㈱デイ・

エイチ、㈱ニッポンリターダシステ

ム、㈱プロネット、㈱エクセディ精密 

ＣＥインベストメントＰＴＹ．リミテ

ッド 

 なお、ＣＥインベストメントＰＴ

Ｙ．リミテッドは、平成17年７月１日

に設立いたしました。 

② 非連結子会社 ７社

(1) 国内子会社 ６社

(2) 在外子会社 １社

㈱ディーケービルサービス、㈱ニッポ

ンリターダシステム、㈱デイ・エイ

チ、㈱ディービーエスキャリアサービ

ス、㈱プロネット、㈱エクセディ精密 

 なお、㈱エクセディ精密は、平成16

年12月10日に設立いたしました。 

② 非連結子会社 ６社

国内子会社 ６社

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、中間純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないためであ

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） 

 非連結子会社は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないためでありま

す。 

 



前中間連結会計期間 
（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用会社 ７社 

(1) 非連結子会社 ５社 

上記１の②に掲げる全ての子会社 

  

(2) 関連会社 ２社 

在外会社 ２社 

① 持分法適用会社 ８社 

(1) 非連結子会社 ６社 

上記１の②に掲げる全ての子会社の

うち、㈱デイ・エイチを除いた会社

(2) 関連会社 ２社 

在外会社 ２社 

① 持分法適用会社 ７社 

(1) 非連結子会社 ６社 

上記１の②に掲げる全ての子会社 

  

(2) 関連会社 １社 

在外会社 １社 

Ｐ．Ｔ．ダイキンクラッチインドネシ

ア、シーケーダイキンリミテッド 

シーケーダイキンリミテッド、ＡＢＳ

ストアインベストメントＰＴＹ．リミ

テッド 

 なお、ＡＢＳストアインベストメン

トＰＴＹ．リミテッドは、平成17年７

月１日に設立いたしました。 

シーケーダイキンリミテッド 

② 持分法非適用会社 

 該当ありません。 

 非連結子会社（㈱デイ・エイチ）は、

清算手続き中であり、中間純損益(持分

に見合う額)及び利益剰余金(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、持分法の適用範囲から除外

しております。 

② 持分法非適用会社 １社 

国内子会社 １社 

② 持分法非適用会社 

 該当ありません。 

③ 持分法適用会社のうち、中間決算日が

中間連結決算日と異なる会社について

は、各社の中間会計期間に係る中間財務

諸表を使用しております。 

③       同左 ③ 持分法適用会社は全て、決算日が連結

決算日と同一であります。 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

 連結子会社のうち、エクセディホールデ

ィングスオブアメリカコーポレーション、

エクセディアメリカコーポレーション、ダ

イキンクラッチコーポレーション及びダイ

ナックスアメリカコーポレーション他12社

の中間決算日は６月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当たっては、

同中間決算日現在の中間財務諸表を使用し

ております。ただし、中間連結決算日まで

の期間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

 在外連結子会社の中間決算日は全て６月

30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当たっては、

同中間決算日現在の中間財務諸表を使用し

ております。ただし、中間連結決算日まで

の期間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 在外連結子会社の決算日は全て12月31日

であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、連結決算日までの期間に発生した

重要な取引については、連結上必要な調整

を行っております。 

４．会計処理基準に関する事項 

① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

… 中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定) 

４．会計処理基準に関する事項 

① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

４．会計処理基準に関する事項 

① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

… 決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

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 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

(3) たな卸資産 

 製品・原材料・仕掛品は主として先入

先出法による低価法、貯蔵品は主として

最終仕入原価法による原価法 

(3) たな卸資産 

同左 

(3) たな卸資産 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

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 

 当社及び国内連結子会社は、定率法に

よっております。ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(建物付属設備

を除く)については、定額法によってお

ります。在外連結子会社は主として定額

法でありますが、機械装置及び運搬具・

工具器具備品の一部は定率法によってお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

 建物及び構築物    ３～60年 

 機械装置及び運搬具  ２～15年 

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 

 当社及び国内連結子会社は、定率法に

よっております。ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(建物付属設備

を除く)については、定額法によってお

ります。在外連結子会社は主として定額

法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

 建物及び構築物    ３～60年 

 機械装置及び運搬具  ２～15年 

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 

 当社及び国内連結子会社は、定率法に

よっております。ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(建物付属設備

を除く)については、定額法によってお

ります。在外連結子会社は主として定額

法でありますが、機械装置及び運搬具・

工具器具備品の一部は定率法によってお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

 建物及び構築物    ３～60年 

 機械装置及び運搬具  ２～15年 

(2) 無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアは、社内にお

ける利用可能期間（３～５年）に基づく

定額法によっており、その他の無形固定

資産については、定額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

③ 重要な引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の債権の貸倒損失

に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。なお、連結会社相互の債権・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) 製品保証引当金 

 製品の品質に係るクレーム処理の費用

に備えるため、過去のクレーム発生率に

基づき予想される発生見込額を計上して

おります。 

(2) 製品保証引当金 

同左 

(2) 製品保証引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異について

は、５年による按分額を費用処理してお

ります。数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(15年)によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理してお

ります。 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生していると認め

られる額を計上しております。  

 なお、数理計算上の差異は、発生時の

翌連結会計年度に全額費用処理しており

ます。過去勤務費用は、発生した連結会

計年度に全額費用処理しております。 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。 

 なお、会計基準変更時差異について

は、５年による按分額を費用処理してお

ります。数理計算上の差異は、発生時の

翌連結会計年度に全額費用処理しており

ます。過去勤務費用は、発生した連結会

計年度に全額費用処理しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

 当社及び国内連結子会社は、役員の退

職金の支払に備えるため、内規による中

間期末必要額を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

 当社及び国内連結子会社は、役員の退

職金の支払に備えるため、内規による期

末必要額を計上しております。 

④ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

 外貨建取引等会計処理基準を適用して

おります。 

④ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

④ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

⑤ 重要な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、当社及び国内連

結子会社は、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、在外

連結子会社は、主として売買取引に係る

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 その他中間連結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 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

⑥ その他中間連結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 

同左 

⑥ その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(2) 税効果会計 

 中間連結会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当社及び国内連結子

会社において当連結会計年度に予定して

いる利益処分による特別償却準備金及び

資産買換差益積立金の繰入及び取崩を前

提として、当中間連結会計期間に係る金

額を計算しております。 

(2) 税効果会計 

同左 

───── 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する

定期預金からなっております。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左 

５．連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

同左 



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 

前中間連結会計期間 
（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

───── （退職給付引当金） 

 数理計算上の差異については、前連結会

計年度より従来の「各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（15年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理」する方法より「発生時の

翌連結会計年度に全額費用処理」する方法

に変更いたしました。 

 過去勤務債務についても、前連結会計年

度より従来の「発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）

による定額法により按分した額を発生した

連結会計年度から費用処理」する方法より

「発生した連結会計年度に全額費用処理」

する方法に変更いたしました。 

 なお、上記は前連結会計年度の下期中に

おける退職給付制度の改訂を機に行ったも

のであり、前中間連結会計期間においては

従来の方法によっております。 

（退職給付引当金） 

 従来、数理計算上の差異は、平均残存勤

務期間以内の一定の年数の15年間に繰り延

べて費用処理することが退職給付制度の状

況から妥当であると判断しておりました。

しかしながら、株価水準の低迷、金利の下

落などによって数理計算上の差異が著しく

発生し、多額な未認識残高が繰り延べられ

ている状況となっておりました。 

 このような状況を勘案し、当社及び国内

連結子会社は、数理計算上の差異の発生を

抑制すること、成果主義を反映すること及

び新企業年金への移行を目的として、当連

結会計年度の下期に退職給付制度を大幅に

改訂いたしました。すなわち、全面的なポ

イント制の導入、キャッシュバランスプラ

ン型年金の採用及び確定拠出年金への一部

移行等により、将来における数理計算上の

差異の発生を著しく減少させることが可能

となりました。 

  また、セグメント情報に与える影響につ

いては、当該箇所に記載しております。 

 従って、このような大幅に変更された新

退職給付制度への移行を総合的に勘案する

と、過去の未認識数理計算上の差異を従来

どおり15年間に繰り延べて費用処理するこ

とは、新しい退職給付制度の実態を表す観

点からは適切でないと考えられることか

ら、従来の「各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（15年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理」する方法より「発生時の翌連結

会計年度に全額費用処理」する方法に変更

いたしました。 

 過去勤務債務についても、今後多額な発

生が見込まれないこと及び数理計算上の差

異の処理との整合性から、従来の「発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（15年）による定額法により按

分した額を発生した連結会計年度から費用

処理」する方法より「発生した連結会計年

度に全額費用処理」する方法に変更いたし

ました。 

 上記の変更に伴い、当連結会計年度に発

生した過去勤務債務及び前連結会計年度ま

でに発生した未認識数理計算上の差異の一

括償却額を特別損失の「退職給付制度変更

関連費用」に含めて計上しております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比

較して、税金等調整前当期純利益は 2,580

百万円減少しております。 

 なお、上記は当連結会計年度の下期中に

おける退職給付制度の改訂を機に行ったも

のであり、当中間連結会計期間においては

従来の方法によっております。 

 また、セグメント情報に与える影響につ

いては、当該箇所に記載しております。 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

(中間連結貸借対照表関係) 

１．流動資産の「繰延税金資産」は、内容をより明瞭に表示するた

め、当中間連結会計期間より区分掲記することといたしました。な

お、前中間連結会計期間の「繰延税金資産」は、流動資産の「その

他」に 1,334百万円含まれております。 

２．固定負債の「繰延税金負債」は、重要性が増加したため、当中間

連結会計期間より区分掲記することといたしました。なお、前中間

連結会計期間の「繰延税金負債」は、固定負債の「その他」に 265

百万円含まれております。 

(中間連結貸借対照表関係) 

１．固定負債の「長期未払金」は、重要性が増加したため、当中間連

結会計期間より区分掲記することといたしました。なお、前中間連

結会計期間の「長期未払金」は、固定負債の「その他」に 221百万

円含まれております。 

(中間連結損益計算書関係) 

１．営業外収益の「受取利息及び配当金」は、内容をより明瞭に表示

するため、当中間連結会計期間より「受取利息」及び「受取配当

金」に区分することといたしました。なお、前中間連結会計期間の

「受取利息」及び「受取配当金」は、それぞれ 22百万円及び 13百

万円であります。 

２．営業外収益の「試験受託収益」（当中間連結会計期間 4百万円）

は、重要性が減少したため、当中間連結会計期間より営業外収益の

「その他」に含めて表示することといたしました。 

───── 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産売却益」は、重

要性が増加したため、当中間連結会計期間より区分掲記することと

いたしました。なお、前中間連結会計期間の「固定資産売却益」

は、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に △3百万円

含まれております。 

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「ゴルフ会員権評価損」

（当中間連結会計期間 5百万円）は、重要性がないため、当中間連

結会計期間より営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に

含めて表示することといたしました。 

３．営業活動によるキャッシュ・フローの「貸倒引当金の増加額」

は、重要性が増加したため、当中間連結会計期間より区分掲記する

ことといたしました。なお、前中間連結会計期間の「貸倒引当金の

増加額」は、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に 77百万円含まれております。 

４．財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取得及び売却

による純増加額」（当中間連結会計期間 △1百万円）は、重要性が

ないため、当中間連結会計期間より財務活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示することといたしました。 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産売却益」（当中

間連結会計期間 △6百万円）は、重要性がなくなったため、当中間

連結会計期間より営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に含めて表示することといたしました。 

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「長期未払金の増加(減少)

額」は、重要性が増加したため、当中間連結会計期間より区分掲記

することといたしました。なお、前中間連結会計期間の「長期未払

金の増加(減少)額」は、営業活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に △26百万円含まれております。 

３．投資活動によるキャッシュ・フローの「貸付による支出」及び

「貸付金の回収による収入」は、重要性が増加したため、当中間連

結会計期間より区分掲記することといたしました。なお、前中間連

結会計期間の「貸付による支出」及び「貸付金の回収による収入」

は、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」にそれぞ

れ △11百万円及び 32百万円含まれております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

（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末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

93,350百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

95,519百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

95,626百万円 

※２ このうち担保に供している資産及び担

保付債務は、次のとおりであります。 

※２ このうち担保に供している資産及び担

保の目的は、次のとおりであります。 

※２ このうち担保に供している資産及び担

保の目的は、次のとおりであります。 

担保資産 担保付債務 

科目 
金額 
(百万円) 

科目 
金額 
(百万円) 

建物及び構
築物 

294 短期借入金 26 

機械装置及
び運搬具 

14 
１年以内返
済の長期借
入金 

150 

土地 152 長期借入金 487 

計 461 計 663 

担保資産 担保付債務 

科目 
金額 
(百万円)

科目 
金額 
(百万円)

受取手形及
び売掛金 

336 
短期借入金 458 

たな卸資産 357 

建物及び構
築物 

253 １年以内返
済の長期借
入金 

150 
機械装置及
び運搬具 

10 

土地 152 長期借入金 337 

計 1,110 計 946 

現金及び預
金 

8 後納電力料金 

担保資産 担保付債務 

科目 
金額 
(百万円) 

科目 
金額 
(百万円)

建物及び構
築物 

260 短期借入金 － 

機械装置及
び運搬具 

11 
１年以内返
済の長期借
入金 

150 

土地 152 長期借入金 412 

計 424 計 562 

現金及び預
金 

8 後納電力料金 

 ３ 偶発債務 

関係会社の銀行よりの借入金に対する保証 

 ３ 偶発債務 

関係会社の銀行よりの借入金に対する保証

 ３ 偶発債務 

関係会社の銀行よりの借入金に対する保証 

(株)ディーケービルサービス 500百万円 (株)ディーケービルサービス 500百万円

(株)デイ・エイチ 267百万円

(株)ディーケービルサービス 500百万円

(株)デイ・エイチ 450百万円

前中間連結会計期間 
（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

※１ 固定資産売却益の内訳 

   土地 37百万円

───── ※１ 固定資産売却益の内訳 

   土地 37百万円

前中間連結会計期間 
（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

※１ 現金及び現金同等物の中間連結会計期

間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連結会計期

間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連結会計年度末

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16年９月30日） （平成17年９月30日） （平成17年３月31日） 

現金及び預金勘定  19,418百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△36百万円

現金及び現金同等物 19,382百万円

現金及び預金勘定 17,585百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△45百万円

現金及び現金同等物 17,540百万円

現金及び預金勘定 18,960百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△67 

現金及び現金同等物 18,892 



（リース取引関係） 

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(期末)残高相当額 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(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(期末)残高相当額等 

 なお、未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(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出しております。 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

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。 

２．オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

 
前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期 
末残高 
相当額 
(百万円)

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期 
末残高 
相当額 
(百万円)

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び運搬具 591 151 － 440 1,058 259 － 799 1,026 199 － 826 

有形固定資産のその他 288 183 － 104 275 217 － 57 274 188 － 86 

無形固定資産 215 140 － 75 190 155 － 34 190 136 － 53 

合計 1,095 475 － 620 1,524 632 － 891 1,491 524 － 966 

  
前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日)  

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)  

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

１年内  178百万円  183百万円  201百万円 

１年超  441百万円  707百万円  765百万円 

計  620百万円  891百万円  966百万円 

リース資産減損勘定の残高  －百万円  －百万円  －百万円 

  
前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

 
当中間連結会計期間 
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

 
前連結会計年度 

(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

支払リース料  102百万円  110百万円  211百万円 

リース資産減損勘定の取崩額  －百万円  －百万円  －百万円 

減価償却費相当額  102百万円  110百万円  211百万円 

減損損失  －百万円  －百万円  －百万円 

  
前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日)  

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)  

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

１年内  6百万円  4百万円  6百万円 

１年超  5百万円  0百万円  1百万円 

計  11百万円  5百万円  8百万円 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）有価証券について、前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、それぞれ 23百万円（その他有価証券で時価のある株式 23百万

円）及び 20百万円（その他有価証券で時価のある株式 20百万円）の減損処理を行っております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額 

（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注）ヘッジ会計が適用されるデリバティブ取引は行っておりません。 

 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３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 943 2,662 1,718 384 1,353 969 379 1,062 683 

(2) 債   券 － － － － － － － － － 

(3) そ の 他 4 4 0 － － － － － － 

合計 947 2,666 1,718 384 1,353 969 379 1,062 683 

 
前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３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) 

その他有価証券    

非上場株式 63 66 64 

対象物の
種類 

取引の種類 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

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) 

通貨 

為替予約取引 

売建 
         

米ドル 218 221 △3 472 483 △11 － － － 

ユーロ 13 13 △0 － － － － － － 

合計 231 235 △3 472 483 △11 － － － 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで） 

前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで） 

 （注）１．事業区分の方法 

 当社の事業区分の方法は、製品の種類・市場における用途等を考慮して、自動車用の「ＭＴ(手動変速装置関連) 」事業、自動車

用の「ＡＴ(自動変速装置関連) 」事業、産業機械用他の「その他」事業に区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

４．会計処理方法の変更 

 「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」に記載のとおり、前連結会計年度より退職給付引当金の計上基準

を変更いたしました。なお、前中間連結会計期間については従来の方法によっております。また、この変更によりセグメント情報へ

与える影響はありません。 

 
ＭＴ 

（百万円） 
ＡＴ 

（百万円） 
その他 
（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 24,028 35,798 6,507 66,334 － 66,334 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
13 399 2,556 2,969 (2,969) － 

計 24,041 36,198 9,063 69,303 (2,969) 66,334 

営業費用 20,814 33,047 8,689 62,551 (2,590) 59,960 

営業利益 3,227 3,150 374 6,752 (378) 6,374 

 
ＭＴ 

（百万円） 
ＡＴ 

（百万円） 
その他 
（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 24,247 41,898 7,335 73,480 － 73,480 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
162 589 2,055 2,806 (2,806) － 

計 24,409 42,487 9,390 76,287 (2,806) 73,480 

営業費用 21,470 38,815 8,806 69,093 (2,475) 66,618 

営業利益 2,938 3,671 583 7,193 (330) 6,862 

 
ＭＴ 

（百万円） 
ＡＴ 

（百万円） 
その他 
（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 46,623 75,821 13,861 136,306 － 136,306 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
33 867 5,058 5,959 (5,959) － 

計 46,657 76,689 18,919 142,266 (5,959) 136,306 

営業費用 40,862 69,882 18,035 128,781 (5,258) 123,522 

営業利益 5,795 6,806 883 13,485 (700) 12,784 

事業区分 主要製品 

ＭＴ クラッチディスク、クラッチカバー、２マスフライホイール、リターダ 

ＡＴ トルクコンバータ、オートマチックトランスミッション・同部品 

その他 

パワーシフトトランスミッション・同部品、トルクコンバータ、油圧クラッチ、コントロー

ルバルブ、アクスル、ブレーキ、デュアルクラッチ、リターダ、機械装置、金型治工具、運

送請負、バイク用クラッチ 

 
前中間連結会計期間
（百万円） 

当中間連結会計期間
（百万円） 

前連結会計年度 
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に含めた 

配賦不能営業費用 
479 436 922 新製品開発費 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで） 

前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．「アジア・オセアニア」の区分に属する国は、タイ、マレーシア、インドネシア、中国、豪州及びアラブ首長国連邦であります。

なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度には、インドネシアは含まれておりません。 

３．「その他」の区分に属する地域は、欧州であります。 

４．会計処理方法の変更については、「事業の種類別セグメント情報」の「注４」と同一であります。 

 
日本 

（百万円） 
米国 

（百万円） 

アジア・ 
オセアニア 
（百万円） 

その他 
（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 47,186 12,914 5,338 895 66,334 － 66,334 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
6,099 277 1,305 5 7,687 (7,687) － 

計 53,285 13,192 6,643 900 74,022 (7,687) 66,334 

営業費用 48,870 12,185 5,792 784 67,632 (7,671) 59,960 

営業利益 4,415 1,007 851 116 6,390 (15) 6,374 

 
日本 

（百万円） 
米国 

（百万円） 

アジア・ 
オセアニア 
（百万円） 

その他 
（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 51,638 13,167 7,718 956 73,480 － 73,480 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
6,374 460 1,996 0 8,832 (8,832) － 

計 58,013 13,627 9,715 956 82,313 (8,832) 73,480 

営業費用 53,320 12,587 8,590 866 75,365 (8,747) 66,618 

営業利益 4,692 1,040 1,125 89 6,947 (85) 6,862 

 
日本 

（百万円） 
米国 

（百万円） 

アジア・ 
オセアニア 
（百万円） 

その他 
（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 98,429 24,805 11,388 1,683 136,306 － 136,306 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
11,742 554 2,768 6 15,071 (15,071) － 

計 110,171 25,360 14,156 1,690 151,378 (15,071) 136,306 

営業費用 100,485 24,082 12,418 1,502 138,489 (14,966) 123,522 

営業利益 9,685 1,277 1,737 188 12,889 (105) 12,784 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで） 

前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．「米国」の区分には、メキシコを含めております。 

３．「アジア・オセアニア」の区分に属する主な国は、タイ、マレーシア、インドネシア、中国、豪州及びアラブ首長国連邦でありま

す。 

４．「その他」の区分に属する主な地域は、欧州であります。 

５．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 米国 
アジア・ 
オセアニア 

その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 13,253 9,793 3,098 26,145 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 66,334 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
20.0 14.7 4.7 39.4 

 米国 
アジア・ 
オセアニア 

その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 14,076 12,078 3,208 29,363 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 73,480 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
19.2 16.4 4.4 40.0 

 米国 
アジア・ 
オセアニア 

その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 25,823 19,659 6,131 51,613 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 136,306 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
19.0 14.4 4.5 37.9 



（１株当たり情報） 

（注）１．当中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2)【その他】 

 該当事項はありません。 

 
前中間連結会計期間 

（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

１株当たり純資産額 1,495円19銭 1,621円53銭 1,525円24銭 

１株当たり中間(当期)純利益 71円76銭 85円07銭 127円61銭 

潜在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益 
71円74銭 ───── 127円59銭 

 
前中間連結会計期間 

（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

１株当たり中間(当期)純利益    

中間(当期)純利益(百万円) 3,483 4,235 6,299 

普通株主に帰属しない金額 

(百万円) 
－ － 90 

（うち利益処分による役員賞与） － － (90) 

普通株式に係る中間(当期)純利益

(百万円) 
3,483 4,235 6,209 

普通株式の期中平均株式数(千株) 48,551 49,789 48,661 

    

潜在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益 
   

中間(当期)純利益調整額(百万円) － － － 

普通株式増加数(千株) 12 － 6 

（うち新株引受権） (12) － (6) 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

───── ───── ───── 



２【中間財務諸表等】 

(1)【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  9,411   8,405   8,603   

２．受取手形  1,652   1,557   1,775   

３．売掛金  16,583   17,017   17,505   

４．たな卸資産  4,016   4,679   4,746   

５．繰延税金資産  1,227   1,623   1,594   

６．その他 ※３ 1,213   2,742   2,562   

７．貸倒引当金  △343   △1,225   △1,204   

流動資産合計   33,760 43.2  34,800 42.7  35,582 44.3 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物  5,614   5,532   5,583   

２．機械及び装置  9,178   10,671   10,230   

３．土地  4,984   4,984   4,984   

４．その他  3,786   4,605   3,224   

有形固定資産合計  23,564   25,794   24,023   

(2）無形固定資産  588   556   578   

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  2,631   1,287   1,021   

２．関係会社株式  13,136   13,326   13,278   

３．繰延税金資産  2,114   2,771   3,054   

４．その他  2,382   3,086   2,881   

５．貸倒引当金  △20   △49   △55   

投資その他の資産合計  20,245   20,423   20,180   

固定資産合計   44,397 56.8  46,775 57.3  44,782 55.7 

資産合計   78,158 100.0  81,575 100.0  80,365 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形  512   422   402   

２．買掛金  6,972   7,014   7,068   

３．短期借入金  400   －   －   

４．一年以内償還の社債  －   100   100   

５．一年以内返済の長期借入
金  2,166   －   －   

６．未払費用  2,803   2,707   2,910   

７．未払法人税等  1,618   1,192   1,960   

８．製品保証引当金  325   603   409   

９．その他  768   1,873   1,563   

流動負債合計   15,566 19.9  13,915 17.1  14,415 17.9 

Ⅱ 固定負債           

１．社債  100   －   －   

２．退職給付引当金  7,564   7,265   7,060   

３．役員退職慰労引当金  277   247   300   

４．長期未払金  －   1,393   2,152   

５．その他  0   0   0   

固定負債合計   7,942 10.2  8,907 10.9  9,513 11.9 

負債合計   23,509 30.1  22,822 28.0  23,929 29.8 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   7,272 9.3  8,284 10.2  8,284 10.3 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  6,531   7,540   7,540   

２．その他資本剰余金  1,226   1,226   1,226   

資本剰余金合計   7,757 9.9  8,767 10.7  8,767 10.9 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  1,805   1,805   1,805   

２．任意積立金  33,785   35,703   33,785   

３．中間(当期)未処分利益  3,013   3,647   3,401   

利益剰余金合計   38,604 49.4  41,155 50.4  38,993 48.5 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   1,017 1.3  551 0.7  396 0.5 

Ⅴ 自己株式   △2 △0.0  △6 △0.0  △5 △0.0 

資本合計   54,649 69.9  58,752 72.0  56,435 70.2 

負債・資本合計   78,158 100.0  81,575 100.0  80,365 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前事業年度の要約損益計算書 
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
比率 
（％）

金額（百万円） 
比率 
（％）

金額（百万円） 
比率 
（％）

Ⅰ 売上高   38,964 100.0  41,662 100.0  79,851 100.0 

Ⅱ 売上原価   30,476 78.2  33,071 79.4  62,351 78.1 

売上総利益   8,488 21.8  8,590 20.6  17,500 21.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   5,717 14.7  5,608 13.4  11,169 14.0 

営業利益   2,771 7.1  2,981 7.2  6,330 7.9 

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,048 2.7  1,118 2.6  1,130 1.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２  90 0.2  123 0.3  1,223 1.5 

経常利益   3,729 9.6  3,976 9.5  6,237 7.8 

Ⅵ 特別利益 ※３  37 0.0  － －  1,228 1.6 

Ⅶ 特別損失 ※４  282 0.7  － －  2,861 3.6 

税引前中間(当期)純利益   3,483 8.9  3,976 9.5  4,604 5.8 

法人税、住民税及び事業
税  1,507   1,077   2,760   

法人税等調整額  △268 1,238 3.1 148 1,226 2.9 △1,153 1,606 2.0 

中間(当期)純利益   2,245 5.8  2,750 6.6  2,997 3.8 

前期繰越利益   768   896   768  

中間配当額   －   －   364  

中間(当期)未処分利益   3,013   3,647   3,401  

           



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

… 移動平均法による原価法 

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(評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

… 決算期末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均

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 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

(3) たな卸資産 

 製品・原材料・仕掛品は、先入先出法

による低価法、貯蔵品は最終仕入原価法

による原価法 

(3) たな卸資産 

同左 

(3) たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっております。ただし、平

成10年４月１日以降に取得した建物(建

物付属設備を除く)については、定額法

によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物      ３～50年 

機械及び装置  ２～15年 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアは、社内にお

ける利用可能期間(３～５年)に基づく定

額法によっており、その他の無形固定資

産については、定額法によっておりま

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 

 売上債権・貸付金等の債権の貸倒損失

に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 製品保証引当金 

   製品の品質に係るクレーム処理の費用

に備えるため、過去のクレーム発生率に

基づき、予想される発生見込額を計上し

ております。 

(2) 製品保証引当金 

同左 

（2）製品保証引当金 

同左 

 



前中間会計期間 
（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

(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及び年金

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。 

   なお、会計基準変更時差異について

は、５年による按分額を費用処理してお

ります。数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(15年)による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理しております。 

(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及び年金

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。 

   なお、数理計算上の差異は、発生時の

翌事業年度に全額費用処理しておりま

す。過去勤務債務は、発生した事業年度

に全額費用処理しております。 

(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及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

 なお、会計基準変更時差異について

は、５年による按分額を費用処理してお

ります。数理計算上の差異は、発生時の

翌事業年度に全額費用処理しておりま

す。過去勤務債務は、発生した事業年度

に全額費用処理しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支払に備えるため、内

規による中間会計期間末必要額を計上し

ております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支払に備えるため、内

規による当事業年度末必要額を計上して

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 

外貨建取引等会計処理基準を適用して

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 

同左 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換

算基準 

          同左 

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。 

５．リース取引の処理方法 

同左 

５．リース取引の処理方法 

同左 

６．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 

６．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 

６．その他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 (1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

同左 同左 

(2）税効果会計 (2）税効果会計 ───── 

 中間会計期間に係る納付税額及び法人

税等調整額は、当事業年度に予定してい

る利益処分による特別償却準備金及び資

産買換差益積立金の繰入及び取崩を前提

として、当中間会計期間に係る金額を計

算しております。 

同左  



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

───── （退職給付引当金） 

 数理計算上の差異については、前事業年

度より従来の「各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（15年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処

理」する方法より「発生時の翌事業年度に

全額費用処理」する方法に変更いたしまし

た。 

 過去勤務債務についても、前事業年度よ

り従来の「発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（15年）によ

る定額法により按分した額を発生した事業

年度から費用処理」する方法より「発生し

た事業年度に全額費用処理」する方法に変

更いたしました。 

 なお、上記は前事業年度の下期中におけ

る退職給付制度の改訂を機に行ったもので

あり、前中間会計期間においては従来の方

法によっております。 

（退職給付引当金） 

 従来、数理計算上の差異は、平均残存勤

務期間以内の一定の年数の15年間に繰り延

べて費用処理することが退職給付制度の状

況から妥当であると判断しておりました。

しかしながら、株価水準の低迷、金利の下

落などによって数理計算上の差異が著しく

発生し、多額な未認識残高が繰り延べられ

ている状況となっておりました。 

 このような状況を勘案し、当社は、数理

計算上の差異の発生を抑制すること、成果

主義を反映すること及び新企業年金への移

行を目的として、当事業年度の下期に退職

給付制度を大幅に改訂いたしました。すな

わち、全面的なポイント制の導入、キャッ

シュバランスプラン型年金の採用及び確定

拠出年金への一部移行等により、将来にお

ける数理計算上の差異の発生を著しく減少

させることが可能となりました。 

 従って、このような大幅に変更された新

退職給付制度への移行を総合的に勘案する

と、過去の未認識数理計算上の差異を従来

どおり15年間に繰り延べて費用処理するこ

とは、新しい退職給付制度の実態を表す観

点からは適切でないと考えられることか

ら、従来の「各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（15年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処

理」する方法より「発生時の翌事業年度に

全額費用処理」する方法に変更いたしまし

た。 

 過去勤務債務についても、今後多額な発

生が見込まれないこと及び数理計算上の差

異の処理との整合性から、従来の「発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（15年）による定額法により按

分した額を発生した事業年度から費用処

理 」する方法より「発生した事業年度に

全額費用処理」する方法に変更いたしまし

た。 

 上記の変更に伴い、当事業年度に発生し

た過去勤務債務及び前事業年度までに発生

した未認識数理計算上の差異の一括償却額

を特別損失の「退職給付制度変更関連費

用」に含めて計上しております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比

較して、税引前当期純利益は1,978百万円

減少しております。 

 なお、上記は当事業年度の下期中におけ

る退職給付制度の改訂を機に行ったもので

あり、当中間会計期間においては従来の方

法によっております。 



表示方法の変更 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（平成16年４月１日から 
  平成16年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
  平成17年９月30日まで） 

(中間貸借対照表関係) 

１．流動資産の「繰延税金資産」は、重要性が増加したため、当中間

会計期間より区分掲記することといたしました。なお、前中間会計

期間の「繰延税金資産」は、流動資産の「その他」に 831百万円含

まれております。 

２．投資その他の資産の「繰延税金資産」は、重要性が増加したた

め、当中間会計期間より区分掲記することといたしました。なお、

前中間会計期間の「繰延税金資産」は、投資その他の資産の「その

他」に 2,056百万円含まれております。 

───── 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

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

      59,886百万円             61,743百万円             60,940百万円 

 ２ 偶発債務  ２ 偶発債務  ２ 偶発債務 

 関係会社の銀行等よりの借入金に対する

保証 

 関係会社の銀行等よりの借入金に対する

保証 

 関係会社の銀行等よりの借入金に対する

保証 

エクセディアメリカ 
コーポレーション 

1,129百万円 

㈱ディーケービルサービス 500百万円 

愛思帝（上海）複合
摩擦材料有限公司 

  448百万円 

エクセディアメリカ
コーポレーション 

1,151百万円 

㈱ディーケービルサービス 500百万円 

愛思帝（上海）複合 
摩擦材料有限公司 

  227百万円 

エクセディアメリカ 
コーポレーション 

1,092百万円 

㈱ディーケービルサービス 500百万円 

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い ────── 

 仮受消費税等及び仮払消費税等は相殺の

うえ、流動資産の「その他」に含めて表示

しております。 

同左  

前中間会計期間 
（平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

※１ 営業外収益のうち主なもの ※１ 営業外収益のうち主なもの ※１ 営業外収益のうち主なもの 

受取利息 6百万円

受取配当金 923百万円

受取利息  12百万円

受取配当金    942百万円

受取利息   14百万円

受取配当金    935百万円

※２ 営業外費用のうち主なもの ※２ 営業外費用のうち主なもの ※２ 営業外費用のうち主なもの 

支払利息 9百万円

固定資産売廃却損 52百万円

支払利息  0百万円

固定資産売廃却損   69百万円

支払利息   18百万円

固定資産売廃却損    224百万円

貸倒引当金繰入額 885百万円

────── ────── ※３ 特別利益のうち主なもの 

  投資有価証券売却益    1,191百万円

※４ 特別損失のうち主なもの ────── ※４ 特別損失のうち主なもの 

退職給付会計基準変更

時差異償却 
278百万円

 退職給付会計基準変更

時差異償却 
   557百万円

退職給付制度変更関連

費用 
   2,300百万円

 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 1,820百万円

無形固定資産 93百万円

有形固定資産    1,991百万円

無形固定資産   93百万円

有形固定資産    4,132百万円

無形固定資産    187百万円



（リース取引関係） 

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(期末)残高相当額 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(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(期末)残高相当額等 

 なお、未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期

末(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出しております。 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(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。 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

 
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期 
末残高 
相当額 
(百万円)

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期 
末残高 
相当額 
(百万円)

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

車両運搬具 34 6 － 27 41 13 － 28 38 10 － 28 

工具器具備品 272 176 － 96 260 207 － 52 260 179 － 80 

ソフトウェア 190 117 － 72 190 155 － 34 190 136 － 53 

合計 497 300 － 196 492 376 － 115 488 326 － 162 

  
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

 
当中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

 
前事業年度末 

(平成17年３月31日) 

１年内  97百万円    65百万円     91百万円 

１年超  99百万円    50百万円     71百万円 

計  196百万円     115百万円     162百万円 

リース資産減損勘定の残高  －百万円  －百万円  －百万円 

  
前中間会計期間 

(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで)

 
当中間会計期間 

(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで)

 
前事業年度 

(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで)

支払リース料  57百万円    50百万円     107百万円 

リース資産減損勘定の取崩額  －百万円  －百万円  －百万円 

減価償却費相当額  57百万円    50百万円     107百万円 

減損損失  －百万円  －百万円  －百万円 

  
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

 
当中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

 
前事業年度末 

(平成17年３月31日) 

１年内  6百万円   4百万円   6百万円 

１年超  5百万円   0百万円   1百万円 

計  11百万円    5百万円    8百万円 



（有価証券関係） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

 
中間貸借対
照表計上額 
(百万円) 

時 価 
(百万円) 

差 額 
(百万円) 

中間貸借対
照表計上額 
(百万円) 

時 価 
(百万円) 

差 額 
(百万円) 

貸借対照表
計上額 
(百万円) 

時 価 
(百万円) 

差 額 
(百万円) 

子会社株式 － － － － － － － － － 

関連会社株式 21 88 66 21 288 266 21 135 113 

合計 21 88 66 21 288 266 21 135 113 



(2)【その他】 

 中間配当 

 平成17年10月27日開催の取締役会におきまして、第56期中間配当を行うことを決議いたしました。 

 中間配当金の総額      497百万円 

 １株当たりの金額      10円00銭 

 支払請求の効力発生日及び支払開始日   平成17年12月２日 

(注) 平成17年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行い

ます。 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  有価証券報告書及びその添付書類 （ 事業年度 平成16年４月１日から      平成17年６月29日 

（第55期） 平成17年３月31日まで ）    関東財務局長へ提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月１日

株 式 会 社 エ ク セ デ ィ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エクセディ

の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月

３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結

キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社エクセディ及び連結子会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平

成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 宮 地   主 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 松 尾 雅 芳 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１１月３０日

株 式 会 社 エ ク セ デ ィ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エクセディ

の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月

３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結

キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社エクセディ及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平

成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 宮 地   主 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 松 尾 雅 芳 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月１日

株 式 会 社 エ ク セ デ ィ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エクセディ

の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第５５期事業年度の中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社エクセディの平成１６年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年

９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 宮 地   主 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 松 尾 雅 芳 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１１月３０日

株 式 会 社 エ ク セ デ ィ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エクセディ

の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第５６期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社エクセディの平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年

９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 宮 地   主 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 松 尾 雅 芳 
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