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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 提出会社の「１株当たり純資産額」、「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」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

３ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

４ 第54期中、第54期及び第55期中の「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益」については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

５ 提出会社の第53期の１株当たり配当額20円には、創業80周年記念配当４円が含まれております。 

６ 提出会社の第54期の１株当たり配当額20円には、特別配当４円が含まれております。 

  

回次 第53期中 第54期中 第55期中 第53期 第54期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

(1) 連結経営指標等     
売上高 (百万円) 12,008 12,349 14,219 26,296 28,105
経常利益 (百万円) 858 1,393 1,598 2,621 3,096
中間(当期)純利益 (百万円) 548 955 827 1,996 1,804
純資産額 (百万円) 28,884 30,872 32,891 30,508 31,496
総資産額 (百万円) 39,825 42,017 45,520 42,849 45,243
１株当たり純資産額 (円) 1,045.58 1,132.44 1,182.71 1,104.57 1,155.62
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 19.86 34.70 30.27 72.27 65.87

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 18.91 ― ― 67.99 ―

自己資本比率 (％) 72.5 73.5 72.3 71.2 69.6
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,731 1,078 1,669 2,830 673

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 612 △708 △1,678 872 △1,027

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,361 △585 216 △3,106 171

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 1,903 2,314 2,571 2,512 2,349

従業員数 
(外、平均臨時 
雇用者数) 

(名) 
721 
(113)

717
(117)

839
(183)

705 
(117)

842
(146)

(2) 提出会社の経営指標等     
売上高 (百万円) 11,716 11,709 13,668 25,649 26,976
経常利益 (百万円) 745 1,265 1,268 2,345 2,779
中間(当期)純利益 (百万円) 480 879 637 1,717 1,607
資本金 (百万円) 5,188 5,188 5,188 5,188 5,188
発行済株式総数 (千株) 27,829 27,829 27,829 27,829 27,829
純資産額 (百万円) 28,405 30,104 31,787 29,851 30,639
総資産額 (百万円) 39,069 40,909 43,638 41,845 43,730
１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 8.00 8.00 8.00 20.00 20.00

自己資本比率 (％) 72.7 73.6 72.8 71.3 70.1
従業員数 
(外、平均臨時 
雇用者数) 

(名) 
638 
(98)

631
(105)

693
(155)

630 
(104)

698
(126)



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、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

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 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は、就業人員であり、従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は、就業人員であり、従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  

事業の部門等の名称 従業員数(名)

ポンプ事業部門 
812 
(173) 

不動産・リース事業部門 1 

全社共通部門 
26 
(10) 

合計 
839 
(183) 

従業員数(名) 
693 
(155) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、企業収益の改善や、需要の増加に伴い製造業を中心として設備投

資は増加し、個人消費も所得の持ち直しにより家計が改善されたことから緩やかながらも増加傾向にありました。 

また米国、中国などの景気拡大に伴い輸出が持ち直しをみせ、雇用情勢も厳しさは残るものの、改善に広がりが

見られるなど全体としましては景気回復基調で推移しました。 

このような状況の中で当社グループは新中期３ヶ年経営計画「ＮＳ２００６」の最終年度として、継続して「新

しい時代への変革」をテーマとした事業展開を進めました。 

これらの結果、当社グループにおける当中間連結会計期間の業績は、売上高14,219百万円と前年同期と比べ1,870

百万円(15.1％)の増収、経常利益は1,598百万円と前年同期と比べ204百万円(14.7％)の増益となり、中間純利益は

827百万円と前年同期と比べ127百万円(13.4％)の減益となりました。 
  

① 事業の種類別セグメントの業績 

当社グループは、「ポンプの製造販売事業」を主事業としており「ポンプ関連事業」としてほぼ単一のセグメ

ントであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

② 所在地別業績 

日本 

国内営業面では、平成16年12月に株式会社粟村製作所より営業を譲り受けしました真空ポンプや、官公庁向け

の大型ポンプに加え、平成17年７月には排水処理向け脱水機メーカーの株式会社テエラ分離より脱水機事業を譲

り受けするなど設備市場を中心とした事業の拡大を図り、従来商品群とのシナジー効果を高めました。建設機械

市場では、引き続き公共投資の低迷による影響はありましたが、買い替え需要などの設備投資や環境関連装置と

しての建設土木工事用機器の需要が順調に推移しました。設備機器市場では、従来の市場シェアに加え、真空ポ

ンプ及び関連機器・装置、官公庁向け大型機場用ポンプなどの継続案件の引継ぎにより需要の拡大を図りまし

た。 

これらの結果、売上高は13,688百万円と前年同期と比べ1,918百万円(16.3％)の増収、営業利益は1,180百万円

と前年同期と比べ73百万円(6.6％)の増益となりました。 

  

北米 

北米地域では、レンタル市場の再編成が終わり在庫更新需要が高まった事、資源価格の高騰による鉱山市場が

活発化した事などにより売上高は大増に伸長しました。 

これらの結果、売上高は1,993百万円と前年同期と比べ496百万円(33.1％)の増収、営業利益は72百万円と前年

同期と比べ34百万円(91.5％)の増益となりました。 

  

その他の地域 

アジア地域では、国毎にばらつきはあるもののインフラ整備等が活発であり、また、日本や北米での買い替え

需要増加に伴なう、アジア地域での生産が拡大したことから売上は伸長しました。 

これらの結果、売上高は1,319百万円と前年同期に比べ211百万円(19.1％)の増収、営業利益は75百万円と前年

同期に比べ２百万円(3.3％)の減益となりました。 



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純

利益が1,341百万円の計上となり、営業活動による資金は1,669百万円の収入超過、投資活動による資金は1,678百万

円の支出超過、財務活動による資金は216百万円の収入超過となり、当中間連結会計期間末の資金は前連結会計年度

末と比べ221百万円増加し2,571百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は1,669百万円と、前年同期に比べ590百万円増加しました。 

これは、主に売上債権の減少、法人税等の支払額の減少によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は1,678百万円と、前年同期に比べ970百万円増加しました。 

これは、主に有価証券の売却等による収入が少なかったことによるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は216百万円と、前年同期に比べ801百万円増加しました。 

これは、主に自己株式の売却による収入であります。 

  



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における生産実績は次のとおりであります。 

  

(注) １ 据付工事費は生産実績に含めて表示しております。 

２ 当社グループの生産品目は、型式、能力等それぞれ異なる製品を多品種にわたって生産しており、製品別に販売価格を算

出することが困難なため、生産金額は製造原価にて表示しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当社グループの製品は殆ど汎用品のため概ね需要予測による見込生産であります。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績は次のとおりであります。 

  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた課題はあり

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】 

当社グループの研究開発活動は、当社が主体となって行っており、設備市場向け各種水処理用の環境対策関連機器

及び建設市場のポンプを主体に継続的に開発を行っております。 

一般設備用では、ハイスピンポンプシリーズ高機能化シリーズ拡大開発、水処理機器用は、水中曝気レータの高性

能化及び曝気の最適制御システム開発、環境システム関連ではコンポスト装置の開発、脱水機の制御機能の高度化及

び、建設市場向けでは一般工事用ポンプの輸出シリーズ拡大、揚排水機場では、信頼性向上の為の各種無水化装置、

高効率追求及びゲート用可変速ポンプの開発、真空・圧縮機では、各種高機能シリーズの開発、その他、屋内排水用

ポンプユニット、水車発電等の開発及び解析の活用推進をしております。 

なお、当中間連結会計期間に発生した研究開発費の総額は154百万円であります。 

事業部門 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

ポンプ事業部門 5,675 143.8 

事業部門 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

ポンプ事業部門 14,196 115.2 

不動産・リース事業部門 22 106.0 

合計 14,219 115.1 



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】 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。 

  

会社名 事業所名 
(所在地) 

事業部門の 
名称 設備の内容

投資予定額(百万円)
資金調達
方法 

着手 
年月 

完了予定
年月 

総額 既支払額

SHANGHAI TSURUMI 
PUMP CO.,LTD. 

上海工場 
(中華人民共和国 
上海市) 

ポンプ事業 工場新設 226 ― 自己資金
平成17年 
９月 

平成18年
９月 



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) 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式を減ずる」旨を定款に定めております。 

  

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 100,000,000

計 100,000,000

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22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 27,829,486 27,829,486

東京証券取引所
市場第１部 
大阪証券取引所 
市場第１部 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 27,829,486 27,829,486 ― ― 

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９月30日 ― 27,829 ― 5,188 ― 7,810



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 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    223千株 

２ ダルトン・インベストメンツ・エルエルシーから提出された大量保有報告書（平成17年８月１日付 関東財務局提出）に

より平成17年７月27日現在で1,394千株（保有株式割合5.01％）を保有している旨の報告を受けていますが、当社として

は当中間期末時点における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

３ 有限会社ツルミ興産の所有株式2,000千株には、共同保有者による保有分は含んでおりません。同社代表取締役の辻本治

氏から提出された大量保有報告書（平成17年９月８日付 近畿財務局宛提出 変更報告書）によれば、共同保有者５名に

よる保有株式数は1,535千株となっており、有限会社ツルミ興産及び辻本治氏の共同保有者による保有株式数の合計は

3,535千株であります。 

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(％) 

有限会社ツルミ興産 大阪市鶴見区鶴見４丁目16番39号 2,000 7.19 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 1,367 4.91 

シージーエムエル－ 
アイピービー トウキョウ 
プロップ セクス アカウント 

CITIGROUP CENTRE,CANADA SQUARE,
CANARY WHARF,LONDON E14 5LB 

1,300 4.67 

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番11号 1,219 4.38 

ツルミ共栄会 大阪市鶴見区鶴見４丁目16番40号 997 3.59 

株式会社近畿大阪銀行 大阪市中央区城見１丁目４番27号 670 2.41 

鶴見製作所社員持株会 大阪市鶴見区鶴見４丁目16番40号 666 2.39 

デンヨー株式会社 東京都中野区上高田４丁目２番２号 648 2.33 

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 549 1.97 

株式会社有伸興産 大阪市鶴見区鶴見４丁目16番39号 518 1.86 

計 9,936 35.70 



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権２個)含まれておりま

す。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式235株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

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。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて役員の異動はありません。 

  

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) 
(自己保有株式) 
普通株式 19,000

―
権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式 27,576,000 27,576 同上

単元未満株式 普通株式 234,486 ― 同上

発行済株式総数 27,829,486 ― ― 

総株主の議決権 ― 27,576 ― 

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(％)

(自己保有株式) 
株式会社鶴見製作所 

大阪市鶴見区鶴見 
４丁目16番40号 

19,000 ― 19,000 0.1 

計 ― 19,000 ― 19,000 0.1 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 939 960 965 1,005 1,049 1,285

最低(円) 890 903 899 930 951 974



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。 

ただし、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)については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項の

ただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則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。 

ただし、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)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項のただ

し書きにより、改正前の中間財務諸表等規則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)並びに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)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)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表について、あずさ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     2,314 2,571   2,349 

２ 受取手形及び 
  売掛金 

    9,765 9,824   12,423 

３ 有価証券     603 1,208   302 

４ たな卸資産     3,198 4,695   4,019 

５ その他     1,205 908   965 

貸倒引当金     △211 △79   △117 

流動資産合計     16,874 40.2 19,127 42.0   19,942 44.1

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 建物及び 
  構築物 

※１ 
※２ 

2,872   2,811 2,888   

(2) 機械装置及び 
  運搬具 

※１ 315   290 289   

(3) 土地 ※２ 6,314   6,657 6,653   

(4) その他 ※１ 238 9,740 300 10,059 315 10,146 

２ 無形固定資産     78 122   101 

３ 投資その他の 
  資産 

          

(1) 投資有価証券   14,483   15,055 14,069   

(2) その他   992   1,306 1,129   

 貸倒引当金   △152 15,323 △150 16,211 △147 15,051 

固定資産合計     25,142 59.8 26,393 58.0   25,300 55.9

資産合計     42,017 100.0 45,520 100.0   45,243 100.0

            



  

    
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 

    3,309 3,563   4,691 

２ 短期借入金 ※２   16 16   16 

３ 未払法人税等     538 584   767 

４ 賞与引当金     448 618   475 

５ その他     1,460 1,407   1,329 

流動負債合計     5,773 13.8 6,190 13.6   7,280 16.1

Ⅱ 固定負債           

１ 社債     4,500 5,500   5,500 

２ 長期借入金 ※２   128 111   120 

３ 退職給付引当金     306 295   305 

４ 役員退職慰労 
  引当金 

    384 178   394 

５ その他     32 330   124 

固定負債合計     5,352 12.7 6,416 14.1   6,445 14.2

負債合計     11,126 26.5 12,606 27.7   13,725 30.3

            

(少数株主持分)           

少数株主持分     19 0.0 22 0.0   21 0.1

            

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     5,188 12.3 5,188 11.4   5,188 11.5

Ⅱ 資本剰余金     7,810 18.6 8,016 17.6   7,810 17.2

Ⅲ 利益剰余金     17,860 42.5 18,992 41.7   18,491 40.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

    543 1.3 847 1.9   558 1.2

Ⅴ 為替換算調整勘定     △177 △0.4 △140 △0.3   △194 △0.4

Ⅵ 自己株式     △352 △0.8 △12 △0.0   △357 △0.8

資本合計     30,872 73.5 32,891 72.3   31,496 69.6

負債、少数株主 
持分及び資本 
合計 

    42,017 100.0 45,520 100.0   45,243 100.0

            



② 【中間連結損益計算書】 

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     12,349 100.0 14,219 100.0   28,105 100.0

Ⅱ 売上原価     8,156 66.1 9,571 67.3   18,833 67.0

売上総利益     4,192 33.9 4,648 32.7   9,271 33.0

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

※１   3,190 25.8 3,591 25.3   6,745 24.0

営業利益     1,002 8.1 1,057 7.4   2,525 9.0

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   294   288 580   

２ 受取配当金   24   28 33   

３ 有価証券売却益   3   6 3   

４ 雇用助成金   ―   79 ―   

５ 為替差益   61   127 ―   

６ その他   50 434 3.5 142 671 4.7 93 711 2.5

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   20   25 52   

２ 投資事業組合 
投資損失 

  ―   87 ―   

３ 社債発行費   ―   ― 10   

４ 為替差損   ―   ― 23   

５ その他   23 43 0.3 17 130 0.9 54 140 0.5

経常利益     1,393 11.3 1,598 11.2   3,096 11.0

Ⅵ 特別利益           

１ 貸倒引当金 
  戻入額 

  ―   36 57   

２ 投資有価証券 
  売却益 

  9   8 18   

３ 投資有価証券 
  償還益 

  73 82 0.7 7 52 0.4 124 201 0.7

Ⅶ 特別損失           

１ 役員退職功労金   ―   309 ―   

２ 投資有価証券 
  売却損 

  10   ― 17   

３ 営業権償却   ― 10 0.1 ― 309 2.2 200 217 0.7

税金等調整前 
中間(当期) 
純利益 

    1,465 11.9 1,341 9.4   3,080 11.0

法人税、住民税 
及び事業税 

  391   395 1,345   

法人税等調整額   117 508 4.2 117 512 3.6 △72 1,272 4.6

少数株主利益     1 0.0 0 0.0   3 0.0

中間(当期) 
純利益 

    955 7.7 827 5.8   1,804 6.4

            



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   7,810 7,810   7,810

Ⅱ 資本剰余金増加高     

  自己株式処分差益 ― ― 206 206 ― ―

Ⅲ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  7,810 8,016   7,810

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   17,236 18,491   17,236

Ⅱ 利益剰余金増加高     

   中間(当期)純利益 955 955 827 827 1,804 1,804

Ⅲ 利益剰余金減少高     

   配当金 331 331 327 327 549 549

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  17,860 18,992   18,491

      



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16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 1,465 1,341 3,080

２ 減価償却費  177 192 380

３ 退職給付引当金の 
減少額 

 △9 △9 △9

４ 役員退職慰労引当金の 
  減少額 

 ― △216 ―

５ 受取利息及び受取配当金  △318 △316 △614

６ 支払利息  20 25 52

７ 投資有価証券償還益  △73 △7 △124

８ 投資有価証券売却益  △9 △8 △18

９ 投資有価証券売却損  10 ― 17

10 営業権償却  ― ― 200

11 売上債権の増減額(△増)  1,891 2,598 △766

12 たな卸資産の増加額  △262 △670 △883

13 仕入債務の増減額(△減)  △883 △1,128 499

14 その他   △197 123 123

小計  1,810 1,922 1,936

15 利息及び配当金の受取額   329 321 575

16 利息の支払額   △20 △27 △40

17 法人税等の支払額  △1,041 △546 △1,798

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,078 1,669 673

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 有価証券の取得による支出  △999 ― △999

２ 有価証券の 
売却等による収入 

 2,001 202 2,601

３ 有形固定資産の 
取得による支出 

 △98 △83 △339

４ 投資有価証券の 
取得による支出 

 △4,009 △3,073 △5,881

５ 投資有価証券の 
売却等による収入 

 2,473 1,625 4,350

６ 貸付による支出  ― △200 ―

７ 貸付金の回収による収入  2 2 5

８ 営業譲受に伴う支出 ※２ ― △15 △774

９ その他  △77 △137 11

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △708 △1,678 △1,027



  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 長期借入金の返済による 
支出 

 △8 △8 △16

２ 社債の発行による収入  ― ― 989

３ 配当金の支払額  △331 △327 △549

４ 自己株式の取得による支出  △246 △4 △251

５ 自己株式の売却による収入  ― 556 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △585 216 171

Ⅳ 現金及び現金同等物 
に係る換算差額 

 17 14 20

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額(△減) 

 △197 221 △162

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 2,512 2,349 2,512

Ⅶ 現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

 2,314 2,571 2,349

    



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 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

   連結子会社の数  ６社 

   連結子会社の名称 

   H&E TSURUMI PUMP CO.,LTD. 

   TSURUMI(SINGAPORE)PTE.LTD. 

   TSURUMI(AMERICA),INC. 

   TSURUMI PUMP TAIWAN CO., 

   LTD. 

   株式会社ツルミファイナンス 

   SHANGHAI TSURUMI PUMP CO., 

   LTD. 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数  ６社 

   連結子会社の名称 

   H&E TSURUMI PUMP CO.,LTD. 

   TSURUMI(SINGAPORE)PTE.LTD. 

   TSURUMI(AMERICA),INC. 

   TSURUMI PUMP TAIWAN CO., 

   LTD. 

   株式会社ツルミアワムラ 

   SHANGHAI TSURUMI PUMP CO., 

   LTD. 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数  ６社 

   連結子会社の名称 

   H&E TSURUMI PUMP CO.,LTD. 

   TSURUMI(SINGAPORE)PTE.LTD. 

   TSURUMI(AMERICA),INC. 

   TSURUMI PUMP TAIWAN CO., 

   LTD. 

   株式会社ツルミアワムラ 

   SHANGHAI TSURUMI PUMP CO., 

   LTD. 

    なお、連結子会社の株式会

社ツルミアワムラは平成16年

11月25日に連結子会社株式会

社ツルミファイナンスより商

号を変更した会社でありま

す。 

  

  

 (2) 非連結子会社名 

   TSURUMI(SHANGHAI)CO.,LTD. 

   連結の範囲から除いた理由 

    非連結子会社は、小規模会

社であり、総資産、売上高、

中間純損益及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、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。 

 (2) 非連結子会社名 

   TSURUMI(SHANGHAI)CO.,LTD. 

   連結の範囲から除いた理由 

    非連結子会社は、小規模会

社であり、総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、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。 

    
２ 持分法の適用に関する事項 

   関連会社については中間純損

益及び利益剰余金等それぞれに

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、持分法を適用せず原価法に

より評価しております。 

   当該関連会社はTSURUMI PUMP 

(M) SDN.BHD.１社であります。 

２ 持分法の適用に関する事項 

   持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社の名称 

   TSURUMI(SHANGHAI)CO.,LTD. 

   TSURUMI PUMP(M)SDN.BHD. 

   TSURUMI VACUUM ENGINNNERING

(SHANGHAI)CO.,LTD. 

  持分法を適用しない理由 

   持分法非適用会社は、それぞ

れ中間純損益及び利益剰余金等

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、持分法を適用せず原価法に

より評価しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

   持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社の名称 

   TSURUMI(SHANGHAI)CO.,LTD. 

   TSURUMI PUMP(M)SDN.BHD. 

  持分法を適用しない理由 

   持分法非適用会社は、それぞ

れ当期純損益及び利益剰余金等

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、持分法を適用せず原価法に

より評価しております。 

    
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SHANGHAI 

TSURUMI PUMP CO.,LTD.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、同日現在の中間財務

諸表を使用し、中間連結決算日

との間に生じた重要な取引につ

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 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

   連結子会社のうちSHANGHAI 

TSURUMI PUMP CO.,LTD.の決算

日は、12月31日であります。 

   連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との間に生じ

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。 

      



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 
 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 
  ① 有価証券 
  ａ 関連会社株式 
    移動平均法による原価法 

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 
    時価のあるもの 
     中間会計期間末日の市場

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
より算定しております。
なお、一部の複合金融商
品については、組込デリ
バティブを区分して測定
することができないた
め、全体を時価評価し評
価差額を損益に計上して
おります。) 

    時価のないもの 
     移動平均法による原価法 

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 
  ａ 関連会社株式 
    移動平均法による原価法 

  ｂ その他有価証券 
    時価のあるもの 
     中間会計期間末日の市場

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
より算定しております。
なお、一部の複合金融商
品については、組込デリ
バティブを区分して測定
することができないた
め、全体を時価評価し評
価差額を損益に計上して
おります。) 

 ｂ 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
より算定しております。
なお、一部の複合金融商
品については、組込デリ
バティブを区分して測定
することができないた
め、全体を時価評価し評
価差額を損益に計上して
おります。) 

    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 
     移動平均法による原価法 

    
  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 
    主として、受注生産品は個

別法による原価法、その他は
移動平均法による原価法を採
用しております。 

  ③ たな卸資産
同左 

 ③ たな卸資産 
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 
     定率法を採用しておりま

す。 
     ただし、提出会社及び国

内連結子会社については、
平成10年４月１日以降取得
した建物(建物附属設備は
除く)については、定額法
を採用しております。 

     主な耐用年数は次のとお
りであります。 

     建物及び構築物 
３～50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 
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 
同左 

     また、在外連結子会社
は、所在地国の会計基準の
規定に基づく定額法を採用
しております。 

     なお、取得価額が10万円
以上20万円未満の少額減価
償却資産については、３年
間均等償却をしておりま
す。 

 

    



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  ② 無形固定資産 
     定額法を採用しておりま

す。 
     ただし、ソフトウェア

(自社利用分)については、
社内における見込利用可能
期間(５年)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 
     定額法を採用しておりま

す。 
ただし、ソフトウェア
(自社利用分)については、
社内における見込利用可能
期間(５年)に基づく定額法
を採用しております。 
また、営業権について
は、一括費用処理しており
ます。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 
  ① 貸倒引当金 
     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
可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しておりま
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 
     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。 

     数理計算上の差異につい
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(３年)による按
分額をそれぞれ発生年度よ
り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。 

     数理計算上の差異につい
ては、その発生時の従業員
の平均存勤務期間以内の一
定の年数(３年)による按分
額をそれぞれ発生年度より
費用処理しております。 

    (会計方針の変更) 
     当中間連結会計期間より

「『退職給付に係る会計基
準』の一部改正」(企業会
計基準第３号 平成17年３
月16日)及び「『退職給付
に係る会計基準』の一部改
正に関する適用指針」(企
業会計基準適用指針第７号
平成17年３月16日)を適用
しております。これにより
経常利益及び税金等調整前
中間純利益は４百万円増加
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。 

     数理計算上の差異につい
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(３年)による按
分額をそれぞれ発生年度よ
り費用処理しております。 

    



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  ④ 役員退職慰労引当金 
     役員の退職慰労金の支出

に備えて、内規に基づく当
中間連結会計期末要支給額
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 
     役員の退職慰労金の支出

に備えて、内規に基づく当
連結会計年度末要支給額を
計上しております。 

 (4) 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、主に通常の
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。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法
同左 

(4) 重要なリース取引の処理方法
同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 
  ① ヘッジ会計の方法 
     原則として繰延ヘッジ処

理によっております。 
     金利スワップについて

は、特例処理の条件を満た
す場合は、特例処理を行っ
ております。 

     また、為替予約が付され
ている外貨建金銭債権債務
等については、振当処理を
行っております。 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法
  ① ヘッジ会計の方法 

同左 

(5) 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 
   ａ ヘッジ手段 
     金利スワップ取引 
     為替予約取引 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象
   ａ ヘッジ手段 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
   ａ ヘッジ手段 

同左 

   ｂ ヘッジ対象 
     金利及び為替の相場変動

による損失の可能性があ
る資産又は負債 

   ｂ ヘッジ対象
同左 

  ｂ ヘッジ対象 
同左 

    
  ③ ヘッジ方針 
     当社(グループ)の社内規

定に基づき、外貨建債権債
務等に係る為替相場の変動
リスク及び債券等の金利変
動リスクを回避するため、
ヘッジ取引を実施しており
ます。 

  ③ ヘッジ方針
同左 

 ③ ヘッジ方針 
同左 

 (6) 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 
    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
のための重要な事項 

   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
めの重要な事項 

   消費税等の会計処理 
同左 

    
５ 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)の範囲 

   手許現金、要求払預金及び取
得日から３ヶ月以内に満期日の
到来する流動性の高い、容易に
換金可能であり、かつ、価値の
変動によって僅少なリスクしか
負わない短期的な投資からなっ
ております。 

５ 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)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(現金及び現金同等
物)の範囲 

同左 

    



  
会計処理の変更 

  

表示方法の変更 

  

追加情報 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  

  

  

  

  

――― 

 (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会

平成14年８月９日))及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  

  

  

  

  

――― 

  

  

  

  

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

  

  

  

――― 

  

  

  

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前中間連結会計期間において営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「役員退職慰労引当金の減少額」(前中間連結会計期

間△８百万円)については、重要性が増したため、当中

間連結会計期間より区分掲記しております。 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号）に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上してお

ります。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が28百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益

が、28百万円減少しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当連結会計年度から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算上の表示についての実務上

の取扱い」(平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第

12号)に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が61百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益が

61百万円減少しております。 



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) 

  

  

番号 
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 

4,629百万円 

有形固定資産の減価償却累計額 

4,886百万円 

有形固定資産の減価償却累計額 

4,763百万円 

※２ 担保に供している資産 

 上記物件は、短期借入金16百万

円、長期借入金128百万円の担保

に供しております。 

建物及び構築物 61百万円

土地 102百万円

計 163百万円

担保に供している資産 

 上記物件は、短期借入金16百万

円、長期借入金111百万円の担保

に供しております。 

建物及び構築物 57百万円

土地 102百万円

計 159百万円

担保に供している資産 

 上記物件は、短期借入金16百万

円、長期借入金120百万円の担保

に供しております。 

建物及び構築物 59百万円

土地 102百万円

計 161百万円

 ３ 偶発債務 

 銀行借入に対する保証債務 

㈱サンテック 292百万円

偶発債務 

 銀行借入に対する保証債務 

㈱サンテック 280百万円

偶発債務 

 銀行借入に対する保証債務 

㈱サンテック 286百万円

 ４ 受取手形裏書譲渡高 

34百万円 

受取手形裏書譲渡高 

20百万円 

受取手形裏書譲渡高 

11百万円 

番号 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１  販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

給料及び手当 1,059百万円

賃借料 168百万円

広告宣伝費 88百万円

貸倒引当金繰入額 38百万円

賞与引当金繰入額 330百万円

減価償却費 77百万円

退職給付費用 23百万円

 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

給料及び手当 1,204百万円

賃借料 156百万円

広告宣伝費 88百万円

賞与引当金繰入額 428百万円

減価償却費 88百万円

 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

給料及び手当 2,715百万円

賃借料 326百万円

広告宣伝費 182百万円

賞与引当金繰入額 333百万円

減価償却費 168百万円

退職給付費用 48百万円

番号 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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 

現金及び預金 2,314百万円

現金及び 

現金同等物 
2,314百万円

 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金 2,571百万円

現金及び 

現金同等物 
2,571百万円

 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 

現金及び預金 2,349百万円

現金及び 

現金同等物 
2,349百万円

※２   

  

  

  

――― 

  

  

  

  

――― 

 当連結会計年度に営業譲受によ

り取得した資産及び負債の主な内

訳は次のとおりであります。 

流動資産 200百万円

固定資産 576百万円

譲受価額 776百万円

未払金 △2百万円

営業譲受けに伴う 

支出 
774百万円



(リース取引関係) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 (1) 借手側 

  ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

  

機械装置
及び 
運搬具 
(百万円) 

  

その他 
(工具器具 
及び備品) 
(百万円) 

  合計 
(百万円)

取得価額 
相当額 157   695   852

減価償却 
累計額 
相当額 

124   413   537

中間期末 
残高 
相当額 

32   282   314

 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) 借手側 

  ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

  

機械装置
及び 
運搬具 
(百万円)

その他
(工具器具
及び備品)
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 
相当額 96 695 792

減価償却 
累計額 
相当額 

82 552 635

中間期末 
残高 
相当額 

14 143 157

 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) 借手側 

  ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 
機械装置
及び 
運搬具 
(百万円)

その他 
(工具器具
及び備品) 
(百万円) 

  合計 
(百万円)

取得価額
相当額 157 695   852

減価償却
累計額 
相当額 

136 482   619

期末残高
相当額 20 213   233

      

  ② 未経過リース料中間期末残

高相当額 

 １年以内 160百万円

 １年超 163百万円

 合計 324百万円

  ② 未経過リース料中間期末残

高相当額 

 １年以内 131百万円

 １年超 31百万円

 合計 163百万円

  ② 未経過リース料期末残高相

当額 

１年以内 144百万円

１年超 96百万円

合計 240百万円

      

  ③ 支払リース料、減価償却費

相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 87百万円

減価償却費 
相当額 

82百万円

支払利息相当額 3百万円

  ③ 支払リース料、減価償却費

相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 79百万円

減価償却費
相当額 

75百万円

支払利息相当額 1百万円

  ③ 支払リース料、減価償却費

相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 173百万円

減価償却費 
相当額 

164百万円

支払利息相当額 6百万円

      

  ④ 減価償却費相当額及び利息

相当額の算定方法 

  ・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 減価償却費相当額及び利息

相当額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  ④ 減価償却費相当額及び利息

相当額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  ・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。 

  ・利息相当額の算定方法 

同左 

  ・利息相当額の算定方法 

同左 



  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (2) 貸手側 

  ① リース物件の取得価額、減

価償却累計額及び中間期末残

高 

  

機械装置
及び 
運搬具 
(百万円) 

  

その他 
(工具器具
及び備品) 
(百万円) 

  合計 
(百万円)

取得価額 73   17   91

減価償却 
累計額 62   10   72

中間期末 
残高 11   7   18

 (2) 貸手側 

  ① リース物件の取得価額、減

価償却累計額及び中間期末残

高 

  

その他
(工具器具
及び備品)
(百万円) 

合計
(百万円) 

取得価額 17 17

減価償却 
累計額 13 13

中間期末 
残高 4 4

 (2) 貸手側 

  ① リース物件の取得価額、減

価償却累計額及び期末残高 

  
機械装置
及び 
運搬具 
(百万円)

その他 
(工具器具
及び備品) 
(百万円) 

  合計 
(百万円)

取得価額 73 17   91

減価償却
累計額 69 11   81

期末残高 3 5   9

      

  ② 未経過リース料中間期末残

高相当額 

 １年以内 16百万円

 １年超 4百万円

 合計 20百万円

  ② 未経過リース料中間期末残

高相当額 

 １年以内 3百万円

 １年超 0百万円

 合計 4百万円

  ② 未経過リース料期末残高相

当額 

１年以内 7百万円

１年超 2百万円

合計 10百万円

      

  なお、連結会社の未経過リース

料中間期末残高相当額及び見積

残存価額の残高の合計額が、連

結会社の営業債権の中間期末残

高等に占める割合が低いため、

受取利子込み法により算定して

おります。 

同左   なお、連結会社の未経過リース

料期末残高相当額及び見積残存

価額の残高の合計額が、連結会

社の営業債権の期末残高等に占

める割合が低いため、受取利子

込み法により算定しておりま

す。 

      

  ③ 受取リース料及び減価償却

費 

  

受取リース料 10百万円

減価償却費 9百万円

  ③ 受取リース料及び減価償却

費 

受取リース料 6百万円

減価償却費 5百万円

  ③ 受取リース料及び減価償却

費 

受取リース料 20百万円

減価償却費 18百万円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

(注) 非上場株式につきましては減損処理後の帳簿価額であります。 

  

区分 
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) 

その他有価証券  

① 株式 1,138 1,884 745

② 債券 12,775 12,952 176

計 13,914 14,836 922

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

(1) 関連会社株式 3 

(2) その他有価証券   

非上場株式(店頭売買株式を除く) 242 

非上場債券 5 



当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

(注) 非上場株式につきましては減損処理後の帳簿価額であります。 

  

区分 
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) 

その他有価証券  

① 株式 1,314 2,940 1,625

② 債券 12,111 12,102 △9

③ その他 505 504 △0

計 13,930 15,546 1,615

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

(1) 関連会社株式 3 

(2) その他有価証券   

非上場株式 234 

非上場債券 5 

その他 474 



前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

(注) 表中の連結貸借対照表計上額は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有

価証券評価損９百万円を計上しております。 

  

次へ 

区分 
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) 

その他有価証券  

① 株式 1,131 2,218 1,087

② 債券 11,951 11,912 △38

計 13,082 14,131 1,049

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

(1) 関連会社株式 3 

(2) その他有価証券   

 非上場株式 232 

 非上場債券 5 



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の

対象から除いております。 

また、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品の評価差額については、(有価証券

関係)１ 時価のある有価証券に含めて開示しております。 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の

対象から除いております。 

また、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品の評価差額については、(有価証券

関係)１ 時価のある有価証券に含めて開示しております。 

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の

対象から除いております。 

また、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品の評価差額については、(有価証券

関係)１ 時価のある有価証券に含めて開示しております。 

  

前へ     



(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(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成17年４月１

日 至 平成17年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)におけるセグメン

ト(ポンプの製造販売事業)の売上高及び営業利益の金額は全セグメントの売上高合計額及び全セグメントの営業利

益の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、その記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度であります。 

２ その他の地域は、アジア・北米であります。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は204百万円であり、その主なものは、提出会社

の総務・管理部等の管理部門に係る費用であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度であります。 

２ その他の地域は、主に東南アジアであります。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は240百万円であり、その主なものは、提出会社

の総務・管理部等の管理部門に係る費用であります。 

  

  
日本 
(百万円) 

その他の地域
(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 

10,370 1,978 12,349 ― 12,349

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,398 626 2,025 (2,025) ―

計 11,769 2,605 14,374 (2,025) 12,349

営業費用 10,661 2,489 13,151 (1,803) 11,347

営業利益 1,107 116 1,223 (221) 1,002

  
日本 
(百万円) 

北米
(百万円) 

その他の地域
(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 

11,801 1,993 424 14,219 ― 14,219

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,887 ― 894 2,781 (2,781) ―

計 13,688 1,993 1,319 17,001 (2,781) 14,219

営業費用 12,507 1,921 1,243 15,672 (2,510) 13,162

営業利益 1,180 72 75 1,328 (271) 1,057



前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度であります。 

２ その他の地域は、アジア・北米であります。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は377百万円であり、その主なものは、提出会社

の総務・管理部等の管理部門に係る費用であります。 

  

(所在地区分の変更) 

前中間連結会計期間まで「その他の地域」に含めて表示しておりました「北米」については、当中間連結会計期間に

おいて当該セグメントの売上高が全セグメントの売上高の10％以上となったため、区分して記載しております。な

お、前中間連結会計期間において、当中間連結会計期間の所在地区分によった場合の所在地別セグメント情報は次の

とおりであります。 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

(注)  その他の地域は、主に東南アジアであります。 

  
日本 
(百万円) 

その他の地域
(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 

24,384 3,720 28,105 ― 28,105

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,950 1,390 4,340 (4,340) ―

計 27,334 5,111 32,445 (4,340) 28,105

営業費用 24,629 4,902 29,531 (3,952) 25,579

営業利益 2,705 208 2,913 (388) 2,525

  
日本 
(百万円) 

北米
(百万円) 

その他の地域
(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 

10,370 1,497 481 12,349 ― 12,349

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,398 ― 626 2,025 (2,025) ―

計 11,769 1,497 1,108 14,374 (2,025) 12,349

営業費用 10,661 1,459 1,029 13,151 (1,803) 11,347

営業利益 1,107 37 78 1,223 (221) 1,002



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度であります。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア………シンガポール・香港 

(2) 北米………………アメリカ・カナダ 

(3) その他の地域……ドイツ・南アフリカ共和国等 

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

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度であります。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア………シンガポール・香港 

(2) 北米………………アメリカ・カナダ 

(3) その他の地域……ドイツ・南アフリカ共和国等 

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

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度であります。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア………シンガポール・香港 

(2) 北米………………アメリカ・カナダ 

(3) その他の地域……ドイツ・南アフリカ共和国等 

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

  

  東南アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 657 1,497 549 2,704

Ⅱ 連結売上高(百万円)   12,349

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

5.3 12.1 4.5 21.9

  東南アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 929 1,994 1,264 4,188

Ⅱ 連結売上高(百万円)   14,219

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

6.6 14.0 8.9 29.5

  東南アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,316 2,797 1,202 5,316

Ⅱ 連結売上高(百万円)   28,105

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

4.7 10.0 4.2 18.9



(１株当たり情報) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,132.44円 １株当たり純資産額 1,182.71円 １株当たり純資産額 1,155.62円

１株当たり中間純利益 34.70円 １株当たり中間純利益 30.27円 １株当たり当期純利益 65.87円

なお、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。 

なお、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。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

      

１株当たり中間純利益の算定上の 

基礎 

１株当たり中間純利益の算定上の 

基礎 

１株当たり当期純利益の算定上の 

基礎 

中間連結損益計算書上の中間純利益

  955百万円

中間連結損益計算書上の中間純利益

  827百万円

連結損益計算書上の当期純利益 

1,804百万円

普通株式に係る中間純利益 

  955百万円

普通株式に係る中間純利益

  827百万円

普通株式に係る当期純利益 

1,804百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な
内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の 
期中平均株式数 

27,538千株

普通株主に帰属しない金額の主要な
内訳 

該当事項はありません。

普通株式の 
期中平均株式数 

27,345千株

普通株主に帰属しない金額の主要な
内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の
期中平均株式数 

27,397千株



(重要な後発事象) 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 当社は、平成16年10月28日開催の
取締役会の決議に基づき、平成16年
8月14日付で大阪地方裁判所に民事
再生手続きを申し立てた株式会社粟
村製作所から平成16年12月16日に、
ポンプ事業に関する営業を譲受けま
した。 
  
１ 当該営業の譲受け先の名称、住
所、代表者の氏名、資本金及び事
業の内容 
  
①名称 
 株式会社粟村製作所 
②住所 
 大阪市北区梅田１丁目３番１－
300号 
③代表者の氏名 
 代表取締役社長 明田 務 
④資本金 
 635百万円(平成16年３月31日現
在) 
⑤事業の内容 
 ポンプ製造販売、送排風機製造販
売 
  
２ 当該営業の譲受けの目的 
当社は水中ポンプの製造・販売を
中核事業としておりますが、官公庁
向けに大型ポンプや真空ポンプの納
入実績がある株式会社粟村製作所の
強みを加えることによりポンプメー
カーとしての総合力を強化する目的
からであります。 
  
３ 当該営業の譲受けの内容 
  
①譲受けする営業内容 
ポンプ事業 
②譲受け事業の売上高 
5,320百万円(平成16年３月期実
績) 
③譲受け資産及び負債 
平成16年12月16日現在における譲
渡会社が所有する譲受け部門のたな
卸資産、固定資産等を譲受けしまし
た。なお、負債については譲受けて
おりません。 
④譲受け価額 
譲受け資産の時価であります。 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

――― 
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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   1,601   1,280 1,562   

２ 受取手形   4,957   5,181 6,117   

３ 売掛金   5,280   5,495 6,625   

４ 有価証券   603   1,208 302   

５ たな卸資産   2,465   3,245 2,755   

６ その他 ※４ 1,756   1,181 1,441   

貸倒引当金   △208   △63 △108   

流動資産合計     16,457 40.2 17,529 40.2   18,697 42.8

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 建物 ※１ 2,499   2,460 2,523   

(2) 機械及び装置 ※１ 145   144 130   

(3) 土地   6,110   6,451 6,451   

(4) その他 ※１ 315   374 391   

有形固定資産 
合計 

    9,070 22.2 9,430 21.6   9,497 21.7

２ 無形固定資産     78 0.2 101 0.2   90 0.2

３ 投資その他の 
  資産 

          

(1) 投資有価証券   14,403   15,131 14,172   

(2) その他   1,051   1,595 1,420   

  貸倒引当金   △152   △149 △147   

投資その他の 
資産合計 

    15,302 37.4 16,576 38.0   15,445 35.3

固定資産合計     24,451 59.8 26,109 59.8   25,033 57.2

資産合計     40,909 100.0 43,638 100.0   43,730 100.0

            



  

    
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 買掛金   3,281   3,271 4,496   

２ 未払法人税等   497   447 674   

３ 賞与引当金   448   595 463   

４ その他   1,322   1,232 1,124   

流動負債合計     5,550 13.6 5,547 12.7   6,758 15.4

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   4,500   5,500 5,500   

２ 退職給付引当金   306   295 305   

３ 役員退職慰労 
  引当金 

  384   178 394   

４ その他   63   329 132   

固定負債合計     5,254 12.8 6,304 14.5   6,333 14.5

負債合計     10,804 26.4 11,851 27.2   13,091 29.9

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     5,188 12.7 5,188 11.9   5,188 11.9

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金   7,810   7,810 7,810   

２ その他資本 
剰余金 

  ―   206 ―   

資本剰余金合計     7,810 19.1 8,016 18.3   7,810 17.9

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   992   992 992   

２ 任意積立金   13,628   14,628 13,628   

３ 中間(当期) 
  未処分利益 

  2,285   2,106 2,796   

利益剰余金合計     16,907 41.3 17,727 40.6   17,417 39.8

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

    551 1.4 867 2.0   580 1.3

Ⅴ 自己株式     △352 △0.9 △12 △0.0   △357 △0.8

資本合計     30,104 73.6 31,787 72.8   30,639 70.1

負債・資本合計     40,909 100.0 43,638 100.0   43,730 100.0

            



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     11,709 100.0 13,668 100.0   26,976 100.0

Ⅱ 売上原価     8,042 68.7 9,807 71.8   18,797 69.7

売上総利益     3,667 31.3 3,861 28.2   8,178 30.3

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

    2,785 23.8 3,132 22.9   5,967 22.1

営業利益     881 7.5 728 5.3   2,210 8.2

Ⅳ 営業外収益 ※２   423 3.6 661 4.9   696 2.6

Ⅴ 営業外費用 ※３   39 0.3 121 0.9   127 0.5

経常利益     1,265 10.8 1,268 9.3   2,779 10.3

Ⅵ 特別利益 ※４   82 0.7 58 0.4   207 0.8

Ⅶ 特別損失 ※５   10 0.1 309 2.3   217 0.8

税引前中間 
(当期)純利益 

    1,337 11.4 1,017 7.4   2,769 10.3

法人税、住民税 
及び事業税 

  346   251 1,207   

法人税等調整額   111 458 3.9 129 380 2.7 △45 1,161 4.3

中間(当期) 
純利益 

    879 7.5 637 4.7   1,607 6.0

前期繰越利益     1,406 1,469   1,406 

中間配当額     ― ―   218 

中間(当期) 
未処分利益 

    2,285 2,106   2,796 

            



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

     移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間会計期間末日の市場

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

り算定しております。な

お、一部の複合金融商品

については、組込デリバ

ティブを区分して測定す

ることができないため、

全体を時価評価し評価差

額を損益に計上しており

ます。) 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    時価のないもの 
同左 

  ② 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し

ております。なお、一部

の複合金融商品について

は、組込デリバティブを

区分して測定することが

できないため、全体を時

価評価し評価差額を損益

に計上しております。) 

  

    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 

   受注生産品は個別法による原

価法、その他は移動平均法によ

る原価法を採用しております。 

 (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 

   定率法を採用しております。 

   ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設備

は除く)については、定額法を

採用しております。 

   主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

   建物       ３～50年 

   機械及び装置   ７～15年 

   工具器具及び備品 ２～20年 

   なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、

３年間均等償却をしておりま

す。 

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 

   定額法を採用しております。 

   ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については社内におけ

る見込利用可能期間(５年)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 

   定額法を採用しております。 

   ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については社内におけ

る見込利用可能期間(５年)に基

づく定額法を採用しておりま

す。 

   また、営業権については、一

括費用処理しております。 

 (3) 長期前払費用 

   均等償却によっております。 

 (3) 長期前払費用 

同左 

 (3) 長期前払費用 

同左 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   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

に回収可能性を勘案し、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) 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、当期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。 

   数理計算上の差異について

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

(３年)による按分額をそれぞれ

発生年度より費用処理しており

ます。 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期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。 

数理計算上の差異について

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

(３年)による按分額をそれぞれ

発生年度より費用処理しており

ます。 

 (会計方針の変更) 

   当中間会計期間より「『退職

給付に係る会計基準』の一部改

正」(企業会計基準第３号 平

成17年３月16日)及び「『退職

給付に係る会計基準』の一部改

正に関する適用指針」(企業会

計基準適用指針第７号 平成17

年３月16日)を適用しておりま

す。これにより経常利益及び税

引前中間純利益は４百万円増加

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、当期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、当期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

(３年)による按分額をそれぞれ

発生年度より費用処理しており

ます。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えて、内規に基づく当中間期末

要支給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 

   役員の退職慰労金の支出に備

えて、内規に基づく当期末要支

給額を計上しております。 

４ 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。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 



  

  

会計処理の変更 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。 

   金利スワップについては、特

例処理の条件を満たす場合は、

特例処理を行っております。 

また、為替予約が付されてい

る外貨建金銭債権債務等につい

ては、振当処理を行っておりま

す。 

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

５ 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 

  ① ヘッジ手段 

     金利スワップ取引 

     為替予約取引 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ① ヘッジ手段 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ① ヘッジ手段 

同左 

  ② ヘッジ対象 

     金利及び為替の相場変動

による損失の可能性がある

資産又は負債 

  ② ヘッジ対象 

同左 

  ② ヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

   当社の社内規定に基づき、外

貨建債権債務等に係る為替相場

の変動リスク及び債券等の金利

変動リスクを回避するため、ヘ

ッジ取引を実施しております。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

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 

  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 

６ その他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 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  

  

  

  

  

――― 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年８月９日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号)

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  

  

  

  

  

――― 



追加情報 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が28百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益が、28百

万円減少しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

――― 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当期から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱

い」(平成16年２月13日 企業会計

基準委員会 実務対応報告第12号)

に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が61百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が61百万

円減少しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

(中間損益計算書関係) 

  

  

番号 
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 

3,517百万円 

有形固定資産の減価償却累計額 

3,780百万円 

有形固定資産の減価償却累計額 

3,643百万円 

 ２ 偶発債務 

 銀行借入に対する保証債務 

㈱サンテック 292百万円

偶発債務 

 銀行借入に対する保証債務 

㈱サンテック 280百万円

偶発債務 

 銀行借入に対する保証債務 

㈱サンテック 286百万円

 ３ 受取手形裏書譲渡高 

34百万円 

受取手形裏書譲渡高 

20百万円 

受取手形裏書譲渡高 

11百万円 

※４ 消費税等の取扱い 

 流動資産のその他には、仮払消

費税等及び仮受消費税等を相殺し

た未収消費税等１百万円が含まれ

ております。 

消費税等の取扱い 

 流動資産のその他には、仮払消

費税等及び仮受消費税等を相殺し

た未収消費税等15百万円が含まれ

ております。 

  

  

――― 

番号 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 １ 減価償却実施額 

有形固定資産 130百万円

無形固定資産 8百万円

減価償却実施額 

有形固定資産 141百万円

無形固定資産 11百万円

減価償却実施額 

有形固定資産 285百万円

無形固定資産 17百万円

※２ 営業外収益のうち主なもの 

有価証券利息 282百万円

受取配当金 24百万円

仕入割引 22百万円

為替差益 58百万円

営業外収益のうち主なもの 

有価証券利息 277百万円

受取配当金 28百万円

仕入割引 29百万円

雇用助成金 79百万円

為替差益 130百万円

営業外収益のうち主なもの 

受取利息 10百万円

有価証券利息 558百万円

受取配当金 33百万円

仕入割引 47百万円

※３ 営業外費用のうち主なもの 

社債利息 18百万円

営業外費用のうち主なもの 

社債利息 19百万円

投資事業組合
投資損失 

87百万円

営業外費用のうち主なもの 

社債利息 48百万円

社債発行費 10百万円

為替差損 20百万円

※４ 特別利益のうち主なもの 

投資有価証券 
償還益 

73百万円

特別利益のうち主なもの 

貸倒引当金戻入額 41百万円

特別利益のうち主なもの 

投資有価証券 
償還益 

124百万円

貸倒引当金戻入額 63百万円

投資有価証券 
売却益 

18百万円

※５ 特別損失のうち主なもの 

投資有価証券 
売却損 

10百万円

特別損失のうち主なもの 

役員退職功労金 309百万円

特別損失のうち主なもの 

営業権償却 200百万円

投資有価証券 
売却損 

17百万円



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

借手側 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

  
機械及び
装置 
(百万円) 

  

その他 
(車両運搬
具及び 
工具器具
備品) 
(百万円) 

  合計 
(百万円)

取得価額 
相当額 435   709   1,144

減価償却 
累計額 
相当額 

401   418   820

中間期末 
残高 
相当額 

33   290   324

 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)借手側 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

  
機械及び
装置 
(百万円)

その他
(車両運搬
具及び 
工具器具
備品) 
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 
相当額 68 706 774

減価償却 
累計額 
相当額 

49 557 606

中間期末 
残高 
相当額 

19 148 167

 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 

借手側 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

機械及び
装置 
(百万円)

その他 
(車両運搬
具及び 
工具器具
備品) 
(百万円) 

  合計 
(百万円)

取得価額
相当額 435 709   1,144

減価償却
累計額 
相当額 

411 489   900

期末残高
相当額 24 219   244

      

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

 １年以内 161百万円

 １年超 174百万円

 合計 335百万円

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

 １年以内 136百万円

 １年超 38百万円

 合計 174百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当

額 

１年以内 148百万円

１年超 104百万円

合計 252百万円

      

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 98百万円

減価償却費 
相当額 

89百万円

支払利息相当額 4百万円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 81百万円

減価償却費
相当額 

76百万円

支払利息相当額 2百万円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 184百万円

減価償却費 
相当額 

169百万円

支払利息相当額 8百万円

      

 ④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  ・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 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  ・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。 

  ・利息相当額の算定方法 

同左 

  ・利息相当額の算定方法 

同左 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

――― 

(2)貸手側 

 ① リース物件の取得価額、減価

償却累計額及び中間期末残高 

  機械及び装置
(百万円) 

合計
(百万円) 

取得価額 18 18

減価償却 
累計額 0 0

中間期末 
残高 17 17

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

――― 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

なお、未経過リース料中間期末残高

相当額及び見積残存価額の残高の合

計額が、営業債権の中間期末残高等

に占める割合が低いため、受取利子

込み法により算定しております。 

  

 １年以内 2百万円

 １年超 22百万円

 合計 24百万円

 ③ 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 0百万円

減価償却費 0百万円



(有価証券関係) 

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)及び前事業年度末(平成17年３月

31日)において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 当社は、平成16年10月28日開催の
取締役会の決議に基づき、平成16年
8月14日付で大阪地方裁判所に民事
再生手続きを申し立てた株式会社粟
村製作所から平成16年12月16日に、
ポンプ事業に関する営業を譲受けま
した。 
 なお、詳細については、中間連結
財務諸表における「重要な後発事
象」に記載のとおりであります。 
  

  
  
  
  

――― 

 
  
  
  
  

――― 



(2) 【その他】 

平成17年11月22日開催の取締役会において、当期の中間配当に関し、次のとおり決議しました。 

  

① 中間配当金の総額 222百万円 

② １株当たり中間配当金 ８円00銭 

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成17年12月12日 



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。 

  

  

  

(1) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第54期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月30日 
関東財務局長に提出 

(2) 自己株券買付状況報告書       

  
平成17年４月７日、平成17年５月11日、平成17年６月９日、平成17年７月７日 
関東財務局長に提出 



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22日

株式会社鶴見製作所 

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

社鶴見製作所の平成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、株式会社鶴見製作所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。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成16年10月28日開催の取締役会の決議に基づき、平成16年12月16

日に株式会社粟村製作所からポンプ事業に関する営業を譲受けた。 

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 

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  山  中  俊  廣  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  大  谷  正  樹  ㊞ 

  
※ 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。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月21日

株式会社鶴見製作所 

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

社鶴見製作所の平成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、株式会社鶴見製作所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 

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  山  中  俊  廣  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  蔵  口  康  裕  ㊞ 

  
※ 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。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月22日

株式会社鶴見製作所 

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

社鶴見製作所の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第54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、株式会社鶴見製作所の平成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。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成16年10月28日開催の取締役会の決議に基づき、平成16年12月16

日に株式会社粟村製作所からポンプ事業に関する営業を譲受けた。 

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 

  

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  山  中  俊  廣  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  大  谷  正  樹  ㊞ 

  
※ 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。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月21日

株式会社鶴見製作所 

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

社鶴見製作所の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第55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、株式会社鶴見製作所の平成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 

  

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  山  中  俊  廣  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  蔵  口  康  裕  ㊞ 

  
※ 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。 
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