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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】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第96期中 第97期中 第98期中 第 96 期 第 97 期

会計期間

自　平成17年
　　12月１日
至　平成18年
　　５月31日

自　平成18年
　　12月１日
至　平成19年
　　５月31日

自　平成19年
　　12月１日
至　平成20年
　　５月31日

自　平成17年
　　12月１日
至　平成18年
　　11月30日

自　平成18年
　　12月１日
至　平成19年
　　11月30日

売上高 (百万円) 21,793 24,674 22,612 46,751 51,480

経常利益 (百万円) △110 1,245 978 787 3,184

中間(当期)純利益 (百万円) △623 982 752 190 2,130

純資産額 (百万円) 24,189 25,945 27,316 24,918 26,911

総資産額 (百万円) 47,049 48,646 49,447 48,516 51,528

１株当たり純資産額 (円) 358.76 385.06 404.90 369.48 399.35

１株当たり中間
(当期)純利益

(円) △9.74 15.36 11.77 2.98 33.30

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 48.80 50.63 52.37 48.72 49.57

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,065 5,844 440 △2,894 9,108

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,008 △514 △191 △1,318 △1,139

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,457 △382 △105 1,375 △460

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(百万円) 9,213 11,941 14,646 6,993 14,502

従業員数 (名) 1,252 1,270 1,287 1,242 1,276

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていない。

２　経常利益、中間(当期)純利益及び１株当たり中間(当期)純利益の△印は損失を示している。

３　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載していない。

４　従業員数は就業人員数である。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第96期中 第97期中 第98期中 第 96 期 第 97 期

会計期間

自　平成17年
　　12月１日
至　平成18年
　　５月31日

自　平成18年
　　12月１日
至　平成19年
　　５月31日

自　平成19年
　　12月１日
至　平成20年
　　５月31日

自　平成17年
　　12月１日
至　平成18年
　　11月30日

自　平成18年
　　12月１日
至　平成19年
　　11月30日

売上高 (百万円) 21,178 24,198 22,033 45,551 50,419

経常利益 (百万円) 227 1,166 934 962 2,742

中間(当期)純利益 (百万円) △263 946 761 453 1,926

資本金 (百万円) 12,316 12,316 12,316 12,316 12,316

発行済株式総数 (株) 68,075,55268,075,55268,075,55268,075,55268,075,552

純資産額 (百万円) 22,013 23,539 24,695 22,603 24,330

総資産額 (百万円) 44,541 45,883 46,498 45,853 48,542

１株当たり配当額 (円) 0.00 0.00 0.00 1.50 3.00

自己資本比率 (％) 49.42 51.30 53.11 49.30 50.12

従業員数 (名) 973 967 992 958 981

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていない。

２　中間(当期)純利益の△印は損失を示している。

３　従業員数は就業人員数である。

４　「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いる。
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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

な変更はない。

また、主要な関係会社の異動については、３[関係会社の状況]に記載している。

　

３ 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となった。

名称 住所
資本金　　
　（百万
円）

主要な事業
の内容

議決権の所有
割合（％）

関係内容

役員の
兼任等 営業上の取引

（連結子会社）　　　　
㈱T-Tech　Japan石川県金沢市 100繊維機械事業 51.0 有 同社製品の製造

同社製品の購入

(注)　主要な事業の内容には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。

　　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成20年５月31日現在)

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

繊維機械 716

工作用機器 356

その他 94

全社(共通) 121

合計 1,287

(注)　従業員数は就業人員数である。

　

(2) 提出会社の状況

(平成20年５月31日現在)

従業員数(名) 992

(注)　従業員数は就業人員数である。

　

(3) 労働組合の状況

当社グループのうち労働組合を組織しているのは当社及びツダコマ運輸㈱であり、ともにJAMに属して

いる。組合員数は平成20年５月31日現在当社が764名、ツダコマ運輸㈱が24名である。

なお、労使関係について、特に記載すべき事項はない。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

(単位：百万円、カッコ内は前年同期比％：△はマイナス)

受注高 売上高 営業利益

繊維機械事業 12,022(△31.6％)17,569(△11.6％) 540 (△10.9％)

工作用機器事業 4,376 (3.5％) 4,297 (3.4％) 436 (△27.4％)

その他の事業 752 (18.8％) 745 (17.8％) 6 (△68.6％)

合　　計 17,152(△23.6％)22,612(△8.4％) 983 (△20.0％)

　

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国景気の減速と

国際金融不安、さらに原油や原材料価格の異常な高騰による企業収益の圧迫などから、急速に減速感を増

してまいりました。 

　こうした中、当社グループは中核であります繊維機械事業の受注確保、収益性の改善と、工作用機器事業

の拡大に注力してまいりました。繊維機械事業では、中心市場であります中国市場において、金融引き締

めの影響により受注は大幅な減少を余儀なくされたものの、生産・売上面では、前年度受注案件が売上に

なったこともあり、売上高は小幅な減少にとどまりました。損益面では、販売価格の改善効果が継続して

おりますが、売上高の減少等の影響により、営業利益は減少いたしました。工作用機器事業は、国内自動車

業界の減速により内需は停滞したものの、海外市場や建設機械、航空機等の重厚長大産業中心に堅調に推

移いたしました。一方、損益面では営業費用の増加もあり、営業利益は減益となりました。 

　この結果、当中間連結会計期間の受注高は17,152百万円（前年同期比23.6％減）、売上高は22,612百万

円（同比8.4％減）となりました。損益面では繊維機械事業、工作用機器事業ともに減益を余儀なくされ

たことから、営業利益は983百万円（同比20.0％減）、経常利益は978百万円（同比21.5％減）、中間純利

益は752百万円（同比23.4％減）と減少いたしました。セグメント別の状況は次のとおりであります。 

 

①繊維機械事業

主力の中国市場においては、景気の過熱と物価の上昇を懸念した金融引き締め政策が年明け以降強化

されたことから、銀行融資が停滞し、成約済み案件のL/C（信用状）開設が滞る状況となりました。また、

人民元の上昇や米国経済の減速に伴う米国向け繊維製品の輸出減少などにより、中国の繊維産業を取り

巻く環境は厳しい状況になりました。このような状況の中、中国向けの受注高は7,386百万円（前年同期

比38.5％減）と大幅な減少を余儀なくされました。一方、売上高は、前期受注案件が売上になったことか

ら12,523百万円（同比1.3％減）と前年同期比微減にとどまりました。 

　インド市場では、技術改善基金(TUF：政府が行う借入利子補助政策）が昨年末から再開されましたもの

の、インド通貨ルピーの上昇や原綿高によって、インドの繊維産業の輸出競争力が低下してきたことに加

え、インフレ抑制のための金利上昇の影響もあり、新規設備投資にはつながっておりません。これにより、

インド向けの受注高は524百万円（同比74.5％減）、売上高は325百万円（同比83.2％減）となり、受注・

売上ともに大幅な減少となりました。 

　この結果、全体では受注高は12,022百万円（同比31.6％減）と大幅な減少を余儀なくされましたが、売

上高は前期受注案件が売上になったこともあり17,569百万円（同比11.6％減）となっております。損益

面では販売価格の改善効果が継続しているものの、生産・売上水準の減少により営業利益は540百万円

（同比10.9％減）と減少いたしました。 

 

②工作用機器事業
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工作用機器事業を取り巻く環境は、国内自動車業界の設備投資が停滞したまま推移する一方、中国やイ

ンドなどの新興国の経済発展や欧州経済の好調に伴い、建設機械・航空機等の重厚長大産業を中心に工

作機械メーカーの海外販売が増加いたしました。このような市場環境の下、当事業では工作機械メーカー

への販売を積極的に進めるとともに、重厚長大産業向けの大型NC円テーブルの生産能力増強、販売拡大に

注力いたしました。また納期・サービス面では、中国市場でのNC円テーブルRNシリーズの組付作業現地化

や欧州市場でのパーツセンター立上げなどにも取り組んでおります。更に国内向けにおいては、小型立マ

シニングセンター向けの新型Visマシンバイスを市場投入し、今後の拡大を図っております。 

　この結果、全体では受注高4,376百万円（前年同期比3.5％増）、売上高4,297百万円（同比3.4％増）と

安定した状況で推移いたしました。一方、損益面では、特注の大型NC円テーブル増加に伴う生産効率の低

下、事業拡大のための人材投入に伴う営業費用負担の増加などにより、営業利益は436百万円（同比

27.4％減）にとどまりました。 

 

③その他の事業

鋳鉄鋳物部門は繊維機械用部品の鋳造に注力する一方、外販受注活動を積極的に展開いたしました。ま

た、連結子会社であります共和電機工業株式会社におきましても、繊維機械用部品の生産に注力するとと

もに外部販売の強化に努めております。 

　この結果、受注高は752百万円（前年同期比18.8％増）、売上高は745百万円（同比17.8％増）となりま

したものの、営業利益は6百万円（同比68.6％減）となりました。 

 

　

(2) キャッシュ・フロー

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比143百万円増加し、14,646

百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少や法人税等の支

払があったものの税金等調整前中間純利益1,134百万円の計上等により、プラス440百万円(前年同期　プ

ラス5,844百万円)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入

等があったものの有形固定資産の取得等による支出等によりマイナス191百万円(前年同期　マイナス514

百万円)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入があったも

のの短期借入金の返済による支出及び配当金の支払等によりマイナス105百万円(前年同期　マイナス382

百万円)となりました。
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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を事業の種類別セグメントごとに示すと次の通りである。

　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

繊維機械事業 13,803 84.6

工作用機器事業 4,276 102.5

その他の事業 688 120.2

合計 18,767 89.1

(注)　金額は販売価格によっており、消費税等は含まれていない。

　

(2) 受注実績

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次の通りである。

　

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(％)

繊維機械事業 12,022 68.4 3,592 32.6

工作用機器事業 4,376 103.5 2,297 103.0

その他の事業 752 118.8 37 117.0

合計 17,152 76.4 5,928 44.7

(注)　金額には消費税等は含まれていない。

　

(3) 販売実績

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次の通りである。

　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

繊維機械事業 17,569 88.4

工作用機器事業 4,297 103.4

その他の事業 745 117.8

合計 22,612 91.6

(注) １　主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりである。

　

相手先

前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

丸紅テクマテックス㈱ 12,619 51.1 12,747 56.4

２　本表の金額には消費税等は含まれていない。
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３ 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はない。

　

４ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はない。

　

５ 【研究開発活動】

研究開発については、世界市場での優位性を確保するため、引き続き多様性、高度化するマーケットニー

ズに応え戦略製品の開発に取り組んでおります。当中間連結会計期間に支出した研究開発費の総額は705百

万円であります。

当中間連結会計期間における各事業別の主な研究開発活動は次のとおりであります。

(1)繊維機械事業

当社が中心となり、主力機種であるエアジェットルーム「ZAX9100」において、更なる高品質を追求する

パッケージモデル「ZAX9100HD」の開発を進め、平成20年２月の生産開始に至りました。また、レピアルーム

分野進出の一環として、カーシート製織トライアルやEUでのウール製織トライアルなど高付加価値織物分

野の製織技術確立に注力しました。ウォータジェットルームでは、既設機種「ZW408」に対する上位機種

「ZW8100」の新規開発を行い、７月末に上海で開催されたITMA ASIA＋CITMEに出展しております。また、高

生産性を特徴とする積極カム機を搭載するための試験評価や、極細糸対応のヨコ糸検知装置の開発に注力

しました。準備機では、㈱T-Tech JAPAN設立に伴い、ワーパ、サイザ、ビーマなど新ブランドのラインナップ

を整備し、本格販売に備えました。

また、繊維機械で培った張力制御技術をベースに、先端素材として用途の拡大が見込まれている複合素材

の自動積層機を開発し、周辺設備も含め航空機関連メーカに納入が決定しました。

当中間連結会計期間における当事業に係る研究開発費は501百万円となりました。

(2)工作用機器事業

当社が中心となり、主力製品である傾斜NCロータリーテーブル（TNシリーズ）の市場競争力を高めるべ

く改良設計を進め、クランプトルクのアップによる剛性の向上を実現しました。新規開発に関しては、重厚

長大産業の隆盛に伴う大型テーブルの需要増に対応すべく２ｍのNCロータリーテーブルや１ｍを越える傾

斜NCロータリーテーブルの開発や市場の高速化要求に応えるべくダイレクトドライブモータを駆動源とす

る高速テーブルの開発を推進しました。

当中間連結会計期間における当事業に係る研究開発費は203百万円となりました。
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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ない。

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

（１）重要な設備の新設等

　　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等は、次のとおりである。

会社名 事業所名　　　　
（所在地）

事業の種類別の
セグメントの名

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 完成後の
増加能力

提出会社
野々市工場　　　　
（石川県石川郡
野々市町）

工作用機器事業
新工場棟
建設

1,800
自己資金及
び借入金

平成20年
９月

平成21年
４月

生産能力
30％増

（注）金額には消費税等を含まない。

　

（２）重要な設備の除却等

　　　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除却等の計画はない。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 199,003,000

計 199,003,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末現在
発行数(株)

(平成20年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 68,075,55268,075,552
東京証券取引所
市場第一部

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 68,075,55268,075,552― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はない。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はない。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

　

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20年５月31日 ― 68,075 ― 12,316 ― 3,100
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(5) 【大株主の状況】

(平成20年５月31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(％)

津田駒取引先持株会 金沢市野町５丁目18番18号 5,931 8.71

明治安田生命保険相互会社
(常任代理人　資産管理サービス
信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内２丁目１番１号
(東京都中央区晴海１－８－12)

3,900 5.73

株式会社北陸銀行 富山市堤町通り１丁目２番26号 2,580 3.79

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,387 3.51

株式会社北國銀行 金沢市下堤町１番地 2,320 3.41

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27番２号 2,105 3.09

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 1,775 2.61

モルガン・スタンレーアンドカ
ンパニーインク(常任代理人　モ
ルガン・スタンレー証券株式会
社)

1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036,
U.S.A
(東京都渋谷区恵比寿４丁目20番3号)

1,622 2.38

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,227 1.80

ツダコマ従業員持株会 金沢市野町５丁目18番18号 1,191 1.75

計 ― 25,039 36.78

(注)　１　上記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る。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　　　　　 2,387千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　　　　　　 1,227千株

２　上記のほか当社所有の自己株式4,124千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合6.06％）がある。

３　バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社及びその共同保有者であるバークレイズ・グローバル・

インベスターズ、エヌ・エイ、バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド、バークレイズ・キャ

ピタル・セキュリティーズ・リミテッド及びバークレイズ・キャピタル証券株式会社から平成20年７月７日

付けで提出された大量保有報告書（変更報告書）により、平成20年６月30日現在で以下の株式を保有している

旨の報告を受けているが、当社として当中間会計期間末における所有株式数が確認できないので、上記大株主

の状況には含めていない。なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりである。

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(％)

バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ株式会社

東京都渋谷区広尾１丁目１番39号 1,686 2.48

バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ、エヌ・エイ

アメリカ合衆国　カリフォルニア州
サンフランシスコ市　ハワード・ストリート
400

2,076 3.05

バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ・リミテッド

英国　ロンドン市　ロイヤル・ミント・コート
１

115 0.17

バークレイズ・キャピタル・セ
キュリティーズ・リミテッド

英国　ロンドン市　カナリーワーフ　ノース・
コロネード５

96 0.14

バークレイズ・キャピタル証券
株式会社

東京都千代田区大手町2-2-2 64 0.09
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

(平成20年５月31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)
（自己保有株式）
普通株式　4,124,000

―
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 63,587,00063,587 同上

単元未満株式 普通株式　  364,552　 ― 同上

発行済株式総数 68,075,552― ―

総株主の議決権 ― 63,587 ―

(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5,000株(議決権５個)含まれ

ている。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が851株含まれている。

　

② 【自己株式等】

(平成20年５月31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(％)

(自己保有株式)
津田駒工業株式会社

金沢市野町５丁目18番18号 4,124,000― 4,124,0006.06

計 ― 4,124,000― 4,124,0006.06
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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】

　

月別 平成19年12月 20年１月 20年２月 20年３月 20年４月 20年５月

最高(円) 409 319 256 265 263 251

最低(円) 318 222 203 219 221 220

(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る。

　

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の役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役
（工機事業統轄責任者、
工機技術部長）

常務取締役
（工機事業統轄責任者）

村　弘行 平成20年２月28日

取締役
（技術部長、資材部長、
新事業推進室長）

取締役
（技術部長、資材部長）

藤田　至孝 平成20年４月21日
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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いる。

　　なお、前中間連結会計期間(平成18年12月１日から平成19年５月31日まで)は、改正前の中間連結財務諸表

規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年12月１日から平成20年５月31日まで)は、改正後の中間連結

財務諸表規則に基づいて作成している。

　　　

(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いる。

　　なお、前中間会計期間(平成18年12月１日から平成19年５月31日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に

基づき、当中間会計期間(平成19年12月１日から平成20年５月31日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づいて作成している。

　

　

２　監査証明について

当社は、前中間連結会計期間(平成18年12月１日から平成19年５月31日まで)及び前中間会計期間(平成18

年12月１日から平成19年５月31日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計期

間(平成19年12月１日から平成20年５月31日まで)及び当中間会計期間(平成19年12月１日から平成20年５

月31日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中間

財務諸表について、明澄監査法人により中間監査を受けている。
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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19年５月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年５月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年11月30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 10,466 12,495 12,839

　２　受取手形及び売掛金 ※４ 16,935 15,835 17,159

　３　有価証券 2,364 3,151 2,668

　４　棚卸資産 4,045 3,675 4,144

　５　繰延税金資産 16 14 17

　６　その他 138 153 104

　　　貸倒引当金 △22 △32 △21

　　流動資産合計 33,94569.8 35,29371.4 36,91171.6

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※１

　　(1) 建物及び構築物 ※２ 3,771 3,711 3,750

　　(2) 機械装置
　　　　及び運搬具

※２ 2,866 3,219 3,152

　　(3) 土地 ※２ 3,891 3,891 3,891

　　(4) 建設仮勘定 6 241 5

　　(5) その他 712 11,24923.1 650 11,71523.7 688 11,48822.3

　２　無形固定資産 58 0.1 63 0.1 59 0.1

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 3,314 2,285 2,990

　　(2) 繰延税金資産 7 4 8

　　(3) その他 519 534 516

　　　　貸倒引当金 △448 3,3937.0 △448 2,3754.8 △446 3,0686.0

　　固定資産合計 14,70130.2 14,15428.6 14,61728.4

　　資産合計 48,646100.0 49,447100.0 51,528100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年５月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年５月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年11月30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 ※3,4 4,955 4,372 5,774

　２　短期借入金 ※２ 4,330 3,540 4,320

　３　未払法人税等 60 374 711

　４　未払金 ※3,4 6,322 6,251 6,919

　５　繰延税金負債 ― 6 ―

　６　その他 ※3,4 1,661 1,911 1,810

　　　流動負債合計 17,33035.7 16,45633.3 19,53537.9

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ※２ 360 1,120 300

　２　繰延税金負債 478 152 298

　３　退職給付引当金 4,494 4,370 4,443

　４　役員退職慰労引当金 37 31 38

　　固定負債合計 5,37011.0 5,67411.5 5,0809.9

　　負債合計 22,70146.7 22,13144.8 24,61647.8

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 12,31625.3 12,31624.9 12,31623.9

　２　資本剰余金 10,35421.3 10,35420.9 10,35420.1

　３　利益剰余金 2,5125.1 4,2218.5 3,6607.1

　４　自己株式 △1,224△2.5 △1,232△2.5 △1,231△2.4

　　　株主資本合計 23,96049.2 25,66051.9 25,10048.7

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

672 1.4 223 0.5 439 0.8

　２　繰延ヘッジ損益 △0 △0.0 10 0.0 1 0.0

　　　評価・換算差額等
　　　合計

672 1.4 233 0.5 440 0.8

Ⅲ　少数株主持分 1,3122.7 1,4222.8 1,3712.7

　　　純資産合計 25,94553.3 27,31655.2 26,91152.2

　　　負債純資産合計 48,646100.0 49,447100.0 51,528100.0
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② 【中間連結損益計算書】

　

前中間連結会計期間

(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30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 24,674100.0 22,612100.0 51,480100.0

Ⅱ　売上原価 21,13085.6 19,50086.2 43,80185.1

　　売上総利益 3,54414.4 3,11113.8 7,67914.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 2,3149.4 2,1289.4 4,6859.1

　　　営業利益 1,2295.0 983 4.4 2,9935.8

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 12 18 28

　２　受取配当金 7 10 29

　３　雑収入 38 58 0.2 17 46 0.2 223 280 0.6

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 38 40 80

　２　為替差損 ― 5 ―

　３　雑支出 4 42 0.1 5 52 0.2 10 90 0.2

　　　経常利益 1,2455.1 978 4.4 3,1846.2

Ⅵ　特別利益

　１　前期損益修正益 ※４ ― 11 ―

　２　貸倒引当金戻入額 0 0 0

　３　固定資産売却益 ※２ 0 0 1

　４　投資有価証券売却益 ― 1 0.0 192 204 0.9 ― 2 0.0

Ⅶ　特別損失

　１　貸倒引当金繰入額 143 1 142

　２　固定資産処分損 ※３ 37 45 68

　３　工場用地調査費 36 217 0.9 ― 47 0.2 36 247 0.5

　　　税金等調整前中間

　　　(当期)純利益
1,0294.2 1,1345.1 2,9395.7

　　　法人税、住民税

　　　及び事業税
23 365 695

　　　法人税等調整額 2 25 0.1 8 374 1.6 △0 695 1.4

　　　少数株主利益 21 0.1 7 0.0 113 0.2

　　　中間（当期）純利益 982 4.0 752 3.5 2,1304.1
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間(自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年11月30日残高
(百万円)

12,316 10,354 1,626 △1,220 23,077

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △95 △95

　中間純利益 982 982

　自己株式の取得 △3 △3

　株主資本以外の項目の

　中間連結会計期間中の変動額

　(純額)

中間連結会計期間中の変動額
合計

(百万円)
886 △3 882

平成19年５月31日残高
(百万円)

12,316 10,354 2,512 △1,224 23,960

　

評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年11月30日残高
(百万円)

569 △6 562 1,278 24,918

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △95

　中間純利益 982

　自己株式の取得 △3

　株主資本以外の項目の

　中間連結会計期間中の変動額

　(純額)

103 6 110 34 144

中間連結会計期間中の変動額
合計

(百万円)
103 6 110 34 1,027

平成19年５月31日残高
(百万円)

672 △0 672 1,312 25,945
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当中間連結会計期間(自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年11月30日残高
(百万円)

12,316 10,354 3,660 △1,231 25,100

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △191 △191

　中間純利益 752 752

　自己株式の取得 △1 △1

　株主資本以外の項目の

　中間連結会計期間中の変動額

　(純額)

中間連結会計期間中の変動額
合計

(百万円)
561

 
△1
 

559

平成20年５月31日残高
(百万円)

12,316 10,354 4,221 △1,232 25,660

　

評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年11月30日残高
(百万円)

439 1 440 1,371 26,911

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △191

　中間純利益 752

　自己株式の取得 △1

　株主資本以外の項目の

　中間連結会計期間中の変動額

　(純額)

△215 9 △206 51 △155

中間連結会計期間中の変動額
合計

(百万円)
△215 9 △206 51 404

平成20年５月31日残高
(百万円)

223 10 233 1,422 27,316
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前連結会計年度(自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年11月30日残高
(百万円)

12,316 10,354 1,626 △1,220 23,077

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △95 △95

　当期純利益 2,130 2,130

　自己株式の取得 △11 △11

　株主資本以外の項目の

　連結会計年度中の変動額

　(純額)

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

2,034 △11 2,023

平成19年11月30日残高
(百万円)

12,316 10,354 3,660 △1,231 25,100

　

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年11月30日残高
(百万円)

569 △6 562 1,278 24,918

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △95

　当期純利益 2,130

　自己株式の取得 △11

　株主資本以外の項目の

　連結会計年度中の変動額

　(純額)

△129 7 △122 92 △29

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△129 7 △122 92 1,993

平成19年11月30日残高
(百万円)

439 1 440 1,371 26,911
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

　

前中間連結会計期間

(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31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18年12月１日
至　平成19年11月30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

　　税金等調整前中間(当期) 
　　純利益

1,029 1,134 2,939

　　減価償却費 494 648 1,089

　　受取利息及び受取配当金 △19 △28 △57

　　支払利息 38 40 80

　　売上債権の増減額(増加:△) 4,902 1,358 4,819

　　棚卸資産の増減額(増加:△) △109 468 △208

　　仕入債務の増減額(減少:△) △464 △2,027 521

　　貸倒引当金の増減額
　　(減少:△)

109 12 107

　　退職給付引当金の増減額
　　(減少:△)

△127 △73 △178

　　役員退職慰労引当金の増減額
　　(減少:△)

△184 △6 △183

　　その他 243 △380 278

小計 5,910 1,145 9,208

　　利息及び配当金の受取額 18 27 57

　　利息の支払額 △51 △35 △95

　　法人税等の支払額 △33 △696 △61

　　営業活動による
　　キャッシュ・フロー

5,844 440 9,108

Ⅱ　投資活動による
　　キャッシュ・フロー

　　定期預金の増減額
　　（増加：△）

1 ― △9

　　有価証券の取得による支出 ― ― △5

　　有価証券の売却による収入 ― ― 273

　　有形固定資産の取得
　　による支出

△470 △747 △1,031

　　有形固定資産の売却
　　による収入

5 51 15

　　投資有価証券の取得
　　による支出

△78 △14 △429

　　投資有価証券の売却
　　による収入

28 553 56

　　その他 0 △33 △9

　　投資活動による
　　キャッシュ・フロー

△514 △191 △1,139
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前中間連結会計期間

(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31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18年12月１日
至　平成19年11月30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

　　短期借入金の増減額
　　(減少:△)

△200 △1,000 △200

　　長期借入による収入 ― 1,100 ―

　　長期借入金の
　　返済による支出

△80 △60 △150

　　自己株式の取得による支出 △3 △1 △11

　　配当金の支払額 △96 △190 △97

　　少数株主への配当金の支払額 △2 △2 △2

　　少数株主からの払込 ― 49 ―

　　財務活動による
　　キャッシュ・フロー

△382 △105 △460

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
　　換算差額(差損:△)

0 △0 0

Ⅴ　現金及び現金同等物
　　の増減額(減少:△)

4,948 143 7,509

Ⅵ　現金及び現金同等物
　　の期首残高

6,993 14,502 6,993

Ⅶ　現金及び現金同等物の
　　中間期末(期末)残高

11,941 14,646 14,502
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

１　連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　３社

共和電機工業㈱

ツダコマ運輸㈱

ツダコマ・ゼネラル・サー
ビス㈱

非連結子会社名

津田駒機械設備（上海）有
限公司
ツダコマテクノサポート㈱

１　連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　　４社

共和電機工業㈱

ツダコマ運輸㈱

ツダコマ・ゼネラル・サー

ビス㈱

㈱ T-Tech Japan

上記のうち、㈱T-Tech Japan

については、当中間連結会計

期間において新たに設立した

ため、連結の範囲に含めてい

る。

非連結子会社名

津田駒機械設備（上海）有
限公司
ツダコマテクノサポート㈱

１　連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　　３社

共和電機工業㈱

ツダコマ運輸㈱

ツダコマ・ゼネラル・サー
ビス㈱

非連結子会社名

津田駒機械設備（上海）有
限公司
ツダコマテクノサポート㈱

連結の範囲から除外した理由

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

いないためである。

連結の範囲から除外した理由

同左

連結の範囲から除外した理由

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

いためである。

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

会社の名称等

津田駒機械設備（上海）有
限公司
ツダコマテクノサポート㈱

持分法を適用しない理由

非連結子会社は、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、持分法を適用してい

ない。

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

会社の名称等

津田駒機械設備（上海）有
限公司
ツダコマテクノサポート㈱

持分法を適用しない理由

　　　同左

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

会社の名称等

津田駒機械設備（上海）有
限公司
ツダコマテクノサポート㈱

持分法を適用しない理由

非連結子会社は、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、持分法を適用してい

ない。

 

３　連結子会社の中間決算日等に関

する事項

連結子会社の中間決算日と中

間連結決算日は一致してい

る。

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

連結子会社の事業年度末日と

連結決算日は一致している。
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　 前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30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

イ　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

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

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は主として移動

平均法により算定して

いる)

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

イ　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

イ　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

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は主として移動

平均法により算定して

いる)

時価のないもの

主として移動平均法に

よる原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

主として移動平均法に

よる原価法

ロ　棚卸資産

製品、仕掛品

…主として個別法による原

価法

半製品、原材料、貯蔵品

…主として移動平均法によ

る原価法

ロ　棚卸資産

同左

ロ　棚卸資産

同左

ハ　デリバティブ

時価法

ハ　デリバティブ

同左

ハ　デリバティブ

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)

イ　平成10年３月31日以前に

取得したもの

　　法人税法に規定する旧定率

法

ロ　平成10年４月１日から平

成19年３月31日までに取

得したもの

　　法人税法に規定する旧定額

法

ハ　平成19年４月１日以降に

取得したもの

法人税法に規定する定額

法

有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)

　　　　同左

 

 

 

 

 

有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)

　　　　同左
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　 前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

建物以外

イ　平成19年３月31日以前に

取得したもの

　　法人税法に規定する旧定率

法

ロ　平成19年４月１日以降に

取得したもの

　　法人税法に規定する定率法

なお、主な耐用年数は以下の

とおりである。

建物及び構築物

3～50年

機械装置及び運搬具

4～12年

建物以外

　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

　　建物以外
　　　　　 　　同左

(会計処理の変更)

　法人税法の改正((所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年３

月30日　法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正する政令　

平成19年３月30日　政令第83号))

に伴い、平成19年４月１日以降取

得の固定資産については、改正後

の法人税法に基づく方法に変更し

ている。

　この変更に伴い、従来の方法に

よった場合と比べ、営業利益、経常

利益、税金等調整前中間純利益は2

百万円それぞれ少なく計上されて

いる。

　なお、セグメント情報に与える影

響は(セグメント情報)に記載して

いる。

(追加情報)

　当中間連結会計期間から、平成19

年３月31日以前に取得したものに

ついては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で均

等償却する方法によっている。

　この変更に伴い、従来の方法に

よった場合と比べ、営業利益は76

百万円、経常利益、税金等調整前中

間純利益は77百万円それぞれ少な

く計上されている。

　なお、セグメント情報に与える影

響は(セグメント情報）に記載し

ている。

(会計処理の変更)

　法人税法の改正((所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年３

月30日　法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正する政令　

平成19年３月30日　政令第83号))

に伴い、平成19年４月１日以降取

得の固定資産については、改正後

の法人税法に基づく方法に変更し

ている。

この変更に伴い、従来の方法に

よった場合と比べ、営業利益、経常

利益、税金等調整前当期純利益は

27百万円それぞれ少なく計上され

ている。

　なお、セグメント情報に与える影

響は(セグメント情報)に記載して

いる。

無形固定資産……定額法

なお、自社利用のソフ

トウェアについては、

社内における利用可能

期間(５年)に基づく定

額法によっている。

無形固定資産……定額法

  同左

無形固定資産……定額法

  同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準

イ　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

性を検討し、回収不能見込

額を計上している。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

　

EDINET提出書類

津田駒工業株式会社(E01524)

半期報告書

25/69



　 前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

ロ　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

れる額を計上している。

会計基準変更時差異につい

ては、主として15年による

按分額を費用処理してい

る。

数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による

定額法によりそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用

処理している。

ロ　退職給付引当金

同左

ロ　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

額を計上している。

会計基準変更時差異につい

ては、主として15年による

均等額を費用処理してい

る。

数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による

定額法によりそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用

処理している。

ハ　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上してい

る。

なお、当社は役員退職慰労

金に関する内規を平成18年

２月24日をもって廃止した

ので、引当金計上額のうち

当社に係る分は、制度廃止

日に在任している役員に対

する廃止日における要支給

額である。

ハ　役員退職慰労引当金

　　 同左

ハ　役員退職慰労引当金

　　　同左

 

(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、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

いる。

(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

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

いる。

　

EDINET提出書類

津田駒工業株式会社(E01524)

半期報告書

26/69



　 前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

(5) 重要なヘッジ会計の方法 (5) 重要なヘッジ会計の方法 (5) 重要なヘッジ会計の方法

イ　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によってお

り、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

ている。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

イ　ヘッジ会計の方法

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約

ヘッジ対象：外貨建金銭

債権債務、外

貨建予定

取引

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：同左

ヘッジ対象：同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：同左

ヘッジ対象：同左

ハ　ヘッジ方針

外貨建取引における為替変

動リスクを回避する目的

で、輸出入に伴う実需の範

囲内で為替予約取引を行っ

ており、投機目的やトレー

ディング目的での取引は一

切行わない方針である。

ハ　ヘッジ方針

同左

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に

ついて、相場変動額をヘッ

ジ期間全体にわたり比較

し、有効性を評価している。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

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

消費税等の会計処理

…税抜方式によっている。

(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

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

算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヵ月以内に満

期日又は償還期限の到来する短

期投資である。

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

連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同

等物)は、手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヵ月以内に満期日

又は償還期限の到来する短期投

資である。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

(中間連結貸借対照表)

　前中間連結会計期間において流動負債の「その他」に

含めていた「未払金」は、重要性が増したため、当中間

連結会計期間から区分掲記することに変更した。

　なお、前中間連結会計期間の流動負債の「その他」に

含めていた「未払金」は529百万円である。

―

 

(中間連結損益計算書)

　「有価証券売却益」は前中間連結会計期間において、

営業外収益で独立掲記していたが、当中間連結会計期間

において営業外収益の総額の100分の10以下となったた

め、営業外収益の「雑収入」に含めて表示している。

　なお、当中間連結会計期間の営業外収益の「雑収入」

に含めた「有価証券売却益」は0百万円である。

　「還付加算金」は前中間連結会計期間において、営業

外収益で独立掲記していたが、当中間連結会計期間にお

いて営業外収益の総額の100分の10以下となったため、

営業外収益の「雑収入」に含めて表示している。

　なお、当中間連結会計期間の営業外収益の「雑収入」

に含めた「還付加算金」は2百万円である。

　「売上割引」は前中間連結会計期間において、営業外

費用で独立掲記していたが、当中間連結会計期間におい

て営業外費用の総額の100分の10以下となったため、営

業外費用の「雑支出」に含めて表示した。

　なお、当中間連結会計期間の営業外費用の「雑支出」

に含めた「売上割引」は2百万円である。
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注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

　
前中間連結会計期間末
(平成19年５月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年５月31日)

前連結会計年度末
(平成19年11月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

31,538百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

32,069百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

31,744百万円

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の

とおりである。

建物及び
構築物

3,126百万円

機械装置
及び運搬具

728

土地 2,049

計 5,904

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の

とおりである。

建物及び
構築物

2,032百万円

機械装置
及び運搬具

887

土地 248

計 3,168

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の

とおりである。

建物及び
構築物

2,031百万円

機械装置
及び運搬具

725

土地 248

計 3,005

担保付債務は次のとおりであ

る。

短期借入金 130百万円

長期借入金 360

計 490

担保付債務は次のとおりであ

る。

短期借入金 340百万円

長期借入金 1,120

計 1,460

担保付債務は次のとおりであ

る。

短期借入金 120百万円

長期借入金 300

計 420

※３　支払方法の変更

当社は平成18年9月に「一括

信託システム」を導入し、従

来の手形決済による支払方法

を一部変更している。この変

更に伴い流動負債の部の「支

払手形及び買掛金」が5,557

百万円、「その他」が170百万

円それぞれ減少し、「未払

金」が5,727百万円増加して

いる。

※４　中間連結会計期間末日満期手

形等の会計処理は手形交換日

等をもって決済処理してい

る。当中間連結会計期間末日

は金融機関の休業日のため、

次の中間連結会計期間末日満

期手形等が、以下の科目に含

まれている。 

受取手形　　　2,894百万円 

支払手形　　　　183 

未払金　　　　1,481 

その他　　　　　　7
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(中間連結損益計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30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

おりである。

荷造運送費 504百万円

貸倒引当金
繰入額

1

給料手当 489

賞与 156

退職給付費用 108

旅費交通費 239

減価償却費 43

※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

おりである。

荷造運送費 369百万円

貸倒引当金
繰入額

11

給料手当 491

賞与 160

退職給付費用 65

旅費交通費 243

減価償却費 55

役員退職慰労 
引当金繰入額

0

 

※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

おりである。

荷造運送費 968百万円

貸倒引当金
繰入額

1

給料手当 977

賞与 318

退職給付費用 168

旅費交通費 508

減価償却費 96

役員退職慰労
引当金繰入額

2

※２　固定資産売却益の内訳は、機械

装置及び運搬具0百万円及び

その他0百万円である。

※２　固定資産売却益の内訳は、機械

装置及び運搬具0百万円及び

その他0百万円である。

※２　固定資産売却益の内訳は、機械

装置及び運搬具1百万円、その

他0百万円である。

※３　固定資産処分損の内訳は、建物

及び構築物3百万円、機械装置

及び運搬具30百万円、その他3

百万円である。

※３　固定資産処分損の内訳は、建物

及び構築物33百万円、機械装

置及び運搬具8百万円、その他

3百万円である。

※３　固定資産処分損の内訳は、建物

及び構築物17百万円、機械装

置及び運搬具41百万円、その

他10百万円である。

※４　前期損益修正益は過年度の工

場用地調査費の精算金であ

る。
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自　平成18年12月１日至　平成19年５月31日)

１　発行済株式に関する事項

前連結会計年度末
株式数(株)

当中間連結会計期間
増加株式数(株)

当中間連結会計期間
減少株式数(株)

当中間連結会計期間末
株式数(株)

普通株式 68,075,552 － － 68,075,552

　

２　自己株式に関する事項

前連結会計年度末
株式数(株)

当中間連結会計期間
増加株式数(株)

当中間連結会計期間
減少株式数(株)

当中間連結会計期間末
株式数(株)

普通株式 4,093,554 11,034 － 4,104,588

(変動事由の概要)

増加は単元未満株の買取請求による取得である。

　

３　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はない。

　

４　配当に関する事項

(１)配当金の支払

決議
株式の

種類
配当金の総額

１株当たり

配当金
基準日 効力発生日

平成19年2月23日

定時株主総会
普通株式 95百万円 1円50銭平成18年11月30日平成19年2月26日

　

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

るもの

該当事項はない。

　

EDINET提出書類

津田駒工業株式会社(E01524)

半期報告書

31/69



当中間連結会計期間(自　平成19年12月１日至　平成20年５月31日)

１　発行済株式に関する事項

前連結会計年度末
株式数(株)

当中間連結会計期間
増加株式数(株)

当中間連結会計期間
減少株式数(株)

当中間連結会計期間末
株式数(株)

普通株式 68,075,552 － － 68,075,552

　

２　自己株式に関する事項

前連結会計年度末
株式数(株)

当中間連結会計期間
増加株式数(株)

当中間連結会計期間
減少株式数(株)

当中間連結会計期間末
株式数(株)

普通株式 4,119,267 5,584 － 4,124,851

(変動事由の概要)

増加は単元未満株の買取請求による取得である。

　

３　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はない。

　

４　配当に関する事項

(１)配当金の支払

決議
株式の

種類
配当金の総額

１株当たり

配当金
基準日 効力発生日

平成20年2月26日

定時株主総会
普通株式 191百万円 ３円00銭平成19年11月30日平成20年2月27日

　

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

るもの

　　該当事項はない。
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前連結会計年度(自　平成18年12月１日至　平成19年11月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数(株)

当連結会計年度

増加株式数(株)

当連結会計年度

減少株式数(株)

当連結会計年度末

株式数(株)

普通株式 68,075,552 ― ― 68,075,552

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数(株)

当連結会計年度

増加株式数(株)

当連結会計年度

減少株式数(株)

当連結会計年度末

株式数(株)

普通株式 4,093,554 25,713 ― 4,119,267

　
（変動事由の概要）

増加は単元未満株の買取請求による取得である。

　
３　新株予約権に関する事項

　該当事項はない。
　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年2月23日
定時株主総会

普通株式 95百万円 1円50銭平成18年11月30日 平成19年２月26日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年2月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 191百万円 3円00銭平成19年11月30日 平成20年２月27日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30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

(平成19年５月31日)

現金及び預金勘定 10,466百万円

有価証券勘定 2,364

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△790

株式及び償還期間
が３ヶ月を超える
債券等

△100

11,941

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

(平成20年５月31日)

現金及び預金勘定 12,495百万円

有価証券勘定 3,151

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△800

株式及び償還期間
が３ヶ月を超える
債券等

△199

14,646

１　現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

 

(平成19年11月30日)

現金及び預金勘定 12,839百万円

有価証券勘定 2,668

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△800

株式及び償還期間
が３ヶ月を超える
債券等

△204

14,502

　

次へ
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(リース取引関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30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・リース取引に係る注記

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
有形固定
資産その他
(百万円)

取得価額
相当額

24

減価償却
累計額
相当額

8

中間期末
残高
相当額

16

なお、取得価額相当額は未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定し

ている。

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・リース取引に係る注記

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
有形固定
資産その他
(百万円)

取得価額
相当額

24

減価償却
累計額
相当額

13

中間期末
残高
相当額

11

なお、取得価額相当額は未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定し

ている。

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・リース取引に係る注記

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
有形固定
資産その他
(百万円)

取得価額
相当額

24

減価償却
累計額
相当額

10

期末残高
相当額

14

なお、取得価額相当額は未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定している。

２　未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 4百万円

１年超 11百万円

計 16百万円

なお、未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。

２　未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 4百万円

１年超 6百万円

計 11百万円

なお、未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。

２　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 4百万円

１年超 9百万円

計 14百万円

なお、未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法によ

り算定している。

３　支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2百万円

３　支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2百万円

３　支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 4百万円

減価償却費相当額 4百万円

４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法に

よっている。

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

よっている。

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

よっている。
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(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成19年５月31日現在)

１　時価のある有価証券

　

区分
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

（1）満期保有目的の債券

　①国債・地方債等 100 99 △0

　②社債 ― ― ―

　③その他 ― ― ―

合計 100 99 △0

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)

（2）その他有価証券

　① 株式 1,838 3,032 1,194

　② 債券 230 228 △1

　　　国債・地方債等 230 228 △1

　　　社債 ― ― ―

　　　その他 ― ― ―

　③ その他 ― ― ―

合計 2,068 3,261 1,192

　

２　時価評価されていない有価証券

　

区分
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

子会社株式及び関連会社株式 33

その他有価証券

　非上場株式 19

　M・M・F 2,264

合計 2,318
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当中間連結会計期間末(平成20年５月31日現在)

１　時価のある有価証券

　

区分
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

（1）満期保有目的の債券

　①国債・地方債等 ― ― ―

　②社債 ― ― ―

　③その他 ― ― ―

合計 ― ― ―

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)

（1）その他有価証券

　① 株式 1,815 2,197 381

　② 債券

　　　国債・地方債等 200 199 △0

　　　社債 30 29 △0

　③ その他 5 4 △0

合計 2,050 2,431 381

　

２　時価評価されていない有価証券

　

区分
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

子会社株式及び関連会社株式 33

その他有価証券

　非上場株式 19

　M・M・F,C・R・F及びF・F・F 2,951

合計 3,004
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前連結会計年度末(平成19年11月30日現在)

１　時価のある有価証券

　

区分
連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

（1）満期保有目的の債券

　①国債・地方債等 ― ― ―

　②社債 ― ― ―

　③その他 ― ― ―

合計 ― ― ―

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)

（2）その他有価証券

　① 株式 2,161 2,907 745

　② 債券

　　　国債・地方債等 200 199 △0

　　　社債 30 29 △0

　③ その他 5 5 △0

合計 2,396 3,142 745

２　時価評価されていない有価証券

　

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)

子会社株式及び関連会社株式 33

その他有価証券

　非上場の株式 19

　M・M・F,C・R・F及びF・F・F 2,463

合計 2,516
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(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間(自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

デリバティブ取引については、全て「ヘッジ会計」が適用されているので、注記の対象から除外してい

る。

　

当中間連結会計期間(自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

デリバティブ取引については、全て「ヘッジ会計」が適用されているので、注記の対象から除外してい

る。

　

前連結会計年度(自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

デリバティブ取引については、全て「ヘッジ会計」が適用されているので、注記の対象から除外してい

る。
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(ストック・オプション等関係)

前中間連結会計期間(自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日)

該当事項はない。

　

当中間連結会計期間(自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日)

該当事項はない。

　

前連結会計年度(自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日)

該当事項はない。
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(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18年12月１日　至　平成19年５月31日)

繊維機械事業
(百万円)

工作用機器
事業(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益

　　売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

19,884 4,156 632 24,674 ― 24,674

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 19,884 4,156 632 24,674 (―) 24,674

営業費用 19,277 3,555 611 23,444 (―) 23,444

営業利益 607 601 21 1,229 (―) 1,229

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。

２　各事業の主な製品

(1) 繊維機械事業……………織機、準備機、繊維機械部品装置

(2) 工作用機器事業…………工作機械アタッチメント、その他の機器

(3) その他の事業……………電装機器、鋳造品等

３　会計処理の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間より、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降取得の

固定資産については、改正法人税法に規定する償却方法により、減価償却費を計上している。これにより、「繊

維機械事業」では営業費用が1百万円増加のうえ営業利益が同額減少し、「工作用機器事業」では営業費用が

1百万円増加のうえ営業利益が同額減少し、「その他の事業」では営業費用が０百万円増加のうえ営業利益が

同額減少している。

　

当中間連結会計期間(自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日)

繊維機械事業
(百万円)

工作用機器
事業(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益

　　売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

17,569 4,297 745 22,612 ― 22,612

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 17,569 4,297 745 22,612 (―) 22,612

営業費用 17,028 3,861 738 21,628 (―) 21,628

営業利益 540 436 6 983 (―) 983

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。

２　各事業の主な製品

(1) 繊維機械事業……………織機、準備機、繊維機械部品装置

(2) 工作用機器事業…………工作機械アタッチメント、その他の機器

(3) その他の事業……………電装機器、鋳造品等

３　追加情報に記載のとおり、当中間連結会計期間から、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について

は、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっている。これにより、「繊

維機械事業」で60百万円、「工作用機器事業」で13百万円、「その他の事業」で2百万円それぞれ営業費用が

増加し、営業利益がそれぞれ同額減少している。
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前連結会計年度(自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日)

繊維機械事業
(百万円)

工作用機器
事業(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益

　　売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

41,687 8,413 1,380 51,480 ― 51,480

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 41,687 8,413 1,380 51,480 (―) 51,480

営業費用 39,919 7,237 1,329 48,486 (―) 48,486

営業利益 1,767 1,175 50 2,993 (―) 2,993

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。

２　各事業の主な製品

(1) 繊維機械事業……………織機、準備機、繊維機械部品装置

(2) 工作用機器事業…………工作機械アタッチメント、その他の機器

(3) その他の事業……………電装機器、鋳造品等

３　会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度より法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「繊維機械事業」では営業費用が17百万円増加のうえ営業

利益が同額減少し、「工作用機器事業」では営業費用が８百万円増加のうえ営業利益が同額減少し、「その他

の事業」では営業費用が０百万円増加のうえ営業利益が同額減少している。
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【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度においては、本邦以外の国又は地域に所

在する連結子会社及び重要な支店がないため、その記載を省略している。
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【海外売上高】

前中間連結会計期間(自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日)

アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 17,993 585 520 31 19,131

Ⅱ　連結売上高(百万円) 24,674

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

72.9 2.4 2.1 0.1 77.5

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア…………中国、インド、パキスタン他

(2) アメリカ………米国他

(3) ヨーロッパ……トルコ他

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る。

　

当中間連結会計期間(自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日)

アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 15,050 719 863 376 17,009

Ⅱ　連結売上高(百万円) 22,612

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

66.6 3.2 3.8 1.6 75.2

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア…………中国、パキスタン、台湾他

(2) アメリカ………米国、ブラジル他

(3) ヨーロッパ……トルコ他

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る。

　

前連結会計年度(自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日)

アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 37,875 1,467 967 65 40,375

Ⅱ　連結売上高(百万円) 51,480

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

73.6 2.9 1.9 0.1 78.4

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア…………中国、インド、インドネシア他

(2) アメリカ………米国、ブラジル他

(3) ヨーロッパ……トルコ、イタリア他

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る。

　

EDINET提出書類

津田駒工業株式会社(E01524)

半期報告書

44/69



(１株当たり情報)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

１株当たり純資産額
385.06円

 

１株当たり純資産額
404.90円

 

１株当たり純資産額
399.35円

 

１株当たり中間純利益
15.36円

 

１株当たり中間純利益
11.77円

 

１株当たり当期純利益
33.30円

 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

がないため記載していない。

　

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

純資産合計（百万円） 25,945 27,316 26,911

普通株式に係る純資産額(百万円) 24,632 25,893 25,540

差額の主な内訳（百万円）

　少数株主持分 1,312 1,422 1,371

１株当たり純資産の算定に用いられ
た普通株式の数（株）

63,970,964 63,950,701 63,956,285

　

２　１株当たり中間(当期)純利益金額

前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

中間(当期)純利益（百万円） 982 752 2,130

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益
（百万円）

982 752 2,130

普通株式の期中平均株式数（株） 63,977,451 63,953,890 63,970,056

　

EDINET提出書類

津田駒工業株式会社(E01524)

半期報告書

45/69



(重要な後発事象)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

　　　　　　―

 

　　　　　　― 当社は、平成20年１月24日開催の取

締役会において、工作用機器事業の

新工場棟を建設することを決議して

おります。 

１　新工場棟建設の理由及び効果 

当事業を取り巻く市場の環境は、量

的な増加に加え、短納期化、高精度化

が著しいスピードで進んでおりま

す。また、航空機業界、造船業界向け

などの増加に伴い、製品の大型化が

進んでおります。こうした状況に対

応するため、工作用機器事業の拠点

であります野々市工場敷地内に新工

場棟（仮称　第３工場）を建設し、合

わせて既存工場の機能を整理するこ

とにより同事業の生産体制の再編を

おこなうことを決定いたしました。 

この新工場棟建設及び生産体制の再

編により、物流の改善、生産効率・品

質保証体制の改善を進めて生産能力

の増加をめざしてまいります。また、

新しい製品分野の生産スペースを確

保し、開発の強化・スピードアップ

を図り、事業の一層の拡大を図って

まいります。 

これにより、生産能力の30％拡大

（現状比）を図ります。 

２　新工場棟の概要 

(1) 所在地 石川県石川郡野々市町　

　　　　粟田５丁目100番地 

当社野々市工場敷地内 

(2) 建築面積 約5,600㎡ 

(3) 延べ床面積 約6,100㎡ 

(4) 設備投資額 約18億円 

(5) 生産品目 NC円テーブルほか 

３　今後の日程（予定） 

(1) 新工場棟建設着工 平成20年８　

　月 

(2) 新工場棟竣工 平成21年４月末 

(3) 新工場棟・ 平成21年５月 

新生産体制稼動 
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(2) 【その他】

該当事項はない。
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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19年５月31日)

当中間会計期間末

(平成20年５月31日)

前事業年度
要約貸借対照表
(平成19年11月30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 9,057 11,044 11,247

　２　受取手形 ※５ 11,170 10,459 9,755

　３　売掛金 5,460 5,029 7,106

　４　有価証券 2,109 2,517 2,013

　５　棚卸資産 3,727 3,348 3,810

　６　その他 131 138 99

　　　貸倒引当金 △18 △29 △18

　　流動資産合計 31,63969.0 32,50869.9 34,01570.0

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※１

　　(1) 建物 ※２ 3,266 3,218 3,257

　　(2) 機械及び装置 ※２ 2,677 2,968 2,940

　　(3) 土地 ※２ 3,126 3,126 3,126

　　(4) その他 864 956 845

　　　有形固定資産合計 9,93521.6 10,27022.1 10,17021.0

　２　無形固定資産 46 0.1 52 0.1 48 0.1

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 2,803 2,150 2,850

　　(2) 関係会社株式 1,427 1,478 1,427

　　(3) その他 475 478 473

　　　　貸倒引当金 △443 △440 △441

　　　投資その他の資産
　　　合計

4,2639.3 3,6667.9 4,3098.9

　　　固定資産合計 14,24431.0 13,98930.1 14,52730.0

　　　資産合計 45,883100.0 46,498100.0 48,542100.0
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前中間会計期間末

(平成19年５月31日)

当中間会計期間末

(平成20年５月31日)

前事業年度
要約貸借対照表
(平成19年11月30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 ※4,5 389 425 391

　２　買掛金 3,689 2,988 4,456

　３　短期借入金 ※２ 4,330 3,540 4,320

　４　未払金 ※4,5 7,378 7,354 8,019

　５　未払費用 1,188 1,049 1,153

　６　未払法人税等 44 368 605

  ７　繰延税金負債 ― 6 ―

　８　前受金 153 327 293

　９　その他 ※4,5 114 281 147

　　流動負債合計 17,28837.7 16,34235.2 19,38739.9

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ※２ 360 1,120 300

　２　繰延税金負債 407 144 285

　３　退職給付引当金 4,258 4,165 4,209

　４　役員退職慰労引当金 30 30 30

　　固定負債合計 5,05611.0 5,45911.7 4,82510.0

　　負債合計 22,34448.7 21,80246.9 24,21249.9

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 12,31626.8 12,31626.5 12,31625.4

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 3,100 3,100 3,100

　　(2) その他資本剰余金 7,254 7,254 7,254

　　　資本剰余金合計 10,35422.6 10,35422.3 10,35421.3

　３　利益剰余金

　　(1) その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 1,481 3,030 2,461

　　　利益剰余金合計 1,4813.2 3,0306.5 2,4615.1

　４　自己株式 △1,224△2.6 △1,232△2.7 △1,231△2.5

　　　株主資本合計 22,92850.0 24,46952.6 23,90149.3

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

610 216 428

　２　繰延ヘッジ損益 △0 10 1

　　　評価・換算差額等
　　　合計

610 1.3 226 0.5 429 0.8

　　　純資産合計 23,53951.3 24,69553.1 24,33050.1

　　　負債純資産合計 45,883100.0 46,498100.0 48,542100.0
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② 【中間損益計算書】

　

前中間会計期間

(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間会計期間

(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前事業年度
要約損益計算書

(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30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 24,198100.0 22,033100.0 50,419100.0

Ⅱ　売上原価 20,95186.6 19,20487.2 43,40786.1

　　売上総利益 3,24713.4 2,82812.8 7,01113.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,1208.7 1,9248.7 4,3128.6

　　営業利益 1,1264.7 904 4.1 2,6985.3

Ⅳ　営業外収益 ※１ 83 0.3 83 0.4 136 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２ 43 0.2 53 0.2 92 0.2

　　経常利益 1,1664.8 934 4.3 2,7425.4

Ⅵ　特別利益 ※３ 0 0.0 203 0.9 0 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 214 0.9 17 0.1 243 0.5

　　税引前中間(当期)

　　純利益
952 3.9 1,1215.1 2,4994.9

　　法人税、住民税及び

　　事業税
6 0.0 359 1.6 573 1.1

　　中間(当期)純利益 946 3.9 761 3.5 1,9263.8
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日)

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計
繰越利益
剰余金

平成18年11月30日残高
(百万円)

12,3163,1007,25410,354 630 630△1,220 22,081

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △95 △95 △95

　中間純利益 946 946 946

　自己株式の取得 △3 △3

　株主資本以外の項目の

　中間会計期間中の変動額

　(純額)

中間会計期間中の変動額合計
(百万円)

850 850 △3 847

平成19年５月31日残高
(百万円)

12,3163,1007,25410,3541,481 1,481△1,224 22,928

　

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年11月30日残高
(百万円)

529 △6 522 22,603

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △95

　中間純利益 946

　自己株式の取得 △3

　株主資本以外の項目の

　中間会計期間中の変動額

　(純額)

81 6 88 88

中間会計期間中の変動額合計
(百万円)

81 6 88 935

平成19年５月31日残高
(百万円)

610 △0 610 23,539
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当中間会計期間(自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日)

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計
繰越利益
剰余金

平成19年11月30日残高
(百万円)

12,3163,1007,25410,3542,461 2,461△1,231 23,901

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △191 △191 △191

　中間純利益 761 761 761

　自己株式の取得 △1 △1

　株主資本以外の項目の

　中間会計期間中の変動額

　(純額)

中間会計期間中の変動額合計
(百万円)

569 569 △1 568

平成20年５月31日残高
(百万円)

12,3163,1007,25410,3543,030 3,030△1,232 24,469

　

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年11月30日残高
(百万円)

428 1 429 24,330

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △191

　中間純利益 761

　自己株式の取得 △1

　株主資本以外の項目の

　中間会計期間中の変動額

　(純額)

△211 9 △202 △202

中間会計期間中の変動額合計
(百万円)

△211 9 △202 365

平成20年５月31日残高
(百万円)

216 10 226 24,695
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前事業年度(自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日)

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成18年11月30日残高
(百万円)

12,3163,1007,25410,354 630 630△1,22022,081

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △95 △95 △95

　当期純利益 1,926 1,926 1,926

　自己株式の取得 △11 △11

　株主資本以外の項目の

　事業年度中の変動額

　(純額)

事業年度中の変動額合計
(百万円)

1,830 1,830△11 1,819

平成19年11月30日残高
(百万円)

12,3163,1007,25410,3542,461 2,461△1,23123,901

　

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年11月30日残高
(百万円)

529 △6 522 22,603

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △95

　当期純利益 1,926

　自己株式の取得 △11

　株主資本以外の項目の

　事業年度中の変動額

　(純額)

△101 7 △93 △93

事業年度中の変動額合計
(百万円)

△101 7 △93 1,726

平成19年11月30日残高
(百万円)

428 1 429 24,330
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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18年12月１日
　至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
　至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成18年12月１日
　至　平成19年11月30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

　　　移動平均法による原価

法

(1) 有価証券

　①　子会社株式

　　　同左

(1) 有価証券

　①　子会社株式

　　　同左

②　満期保有目的の債券

　　償却原価法(定額法)

　 　　

③　その他有価証券

　　時価のあるもの

…中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法(評価差額は

全部純資産直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定)

②　その他有価証券

　　時価のあるもの

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

全部純資産直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定)

　　時価のないもの

…移動平均法による

原価法

　　時価のないもの

同左

　　時価のないもの

…移動平均法による

原価法

(2) 棚卸資産 (2) 棚卸資産 (2) 棚卸資産

　①　製品、仕掛品

個別法による原価法

同左 同左

　②　半製品、原材料、貯蔵品

移動平均法による原

価法

(3) デリバティブ

時価法

(3) デリバティブ

同左

(3) デリバティブ

同左
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　 前中間会計期間
(自　平成18年12月１日
  至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
  至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成18年12月１日
  至　平成19年11月30日)

２　固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)

イ　平成10年３月31日以前

に取得したもの

　　法人税法に規定する旧定

率法

ロ　平成10年４月１日から

平成19年３月31日まで

に取得したもの

法人税法に規定する旧

定額法

ハ　平成19年４月１日以降

に取得したもの

　　法人税法に規定する定額

法

建物以外

イ　平成19年３月31日以前

に取得したもの

　　法人税法に規定する旧定

率法

ロ　平成19年４月１日以降

に取得したもの

　　法人税法に規定する定率

法

なお、主な耐用年数は

次のとおりである。

建物 ３～50年

機械及び装置 ７～12年

 

（会計処理の変更）
　法人税法の改正((所得税
法等の一部を改正する法律
　平成19年３月30日　法律第
６号)及び(法人税法施行令
の一部を改正する政令　平
成19年３月30日　政令第83
号))に伴い、平成19年4月1
日以降取得の固定資産につ
いては、改正後の法人税法
に基づく方法に変更してい
る。
　この変更に伴い、従来の方
法によった場合と比べ、営
業利益、経常利益、税引前中
間純利益は２百万円それぞ
れ少なく計上されている。

(1) 有形固定資産

同左

　

 

（追加情報）
　当中間会計期間から、平成
19年３月31日以前に取得し
たものについては、償却可
能限度額まで償却が終了し
た翌年から5年間で均等償
却する方法によっている。
　この変更に伴い、従来の方
法によった場合と比べ、営
業利益、経常利益、税引前中
間純利益は75百万円それぞ
れ少なく計上されている。

(1) 有形固定資産
同左

 

 

 

 
 

（会計処理の変更）　　
　法人税法の改正((所得税
法等の一部を改正する法律
　平成19年３月30日　法律第
６号)及び(法人税法施行令
の一部を改正する政令　平
成19年３月30日　政令第83
号))に伴い、平成19年4月1
日以降取得の固定資産につ
いては、改正後の法人税法
に基づく方法に変更してい
る。
　この変更に伴い、従来の方
法によった場合と比べ、営
業利益、経常利益、税引前当
期純利益は25百万円それぞ
れ少なく計上されている。

(2) 無形固定資産

定額法。なお、自社利用

のソフトウェアについて

は社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額

法によっている。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左
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　 前中間会計期間
(自　平成18年12月１日
  至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
  至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成18年12月１日
  至　平成19年11月30日)

３　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上し

ている。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 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い

る。

　　会計基準変更時差異につ

いては、15年による按分

額を費用処理している。

数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)に

よる定額法により翌事業

年度から費用処理してい

る。

(2) 退職給付引当金

同左

(2) 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、当事業年度末にお

いて発生していると認め

られる額を計上してい

る。

　　会計基準変更時差異につ

いては、15年による按分

額を費用処理している。

数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)に

よる定額法により翌事業

年度から費用処理してい

る。

（3）役員退職慰労引当金

　　役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上

している。なお、役員退職

慰労金に関する内規を平

成18年２月24日をもって

廃止したので、引当金計

上額は、制度廃止日に在

任している役員に対する

廃止日における要支給額

である。

（3）役員退職慰労引当金

同左

 

（3）役員退職慰労引当金

同左
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　 前中間会計期間
(自　平成18年12月１日
  至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
  至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成18年12月１日
  至　平成19年11月30日)

４　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっ

ており、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

て処理を行っている。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建金銭

債権債務、外貨建

予定取引

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

(3) ヘッジ方針

外貨建取引における為

替変動リスクを回避する

目的で、輸出入に伴う実

需の範囲内で為替予約取

引を行っており、投機目

的やトレーディング目的

での取引は一切行わない

方針である。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性の評価

ヘッジ手段とヘッジ対

象について、相場変動額

をヘッジ期間全体にわた

り比較し、有効性を評価

している。

(4) ヘッジ有効性の評価

同左

(4) ヘッジ有効性の評価

同左

５　その他中間財務諸

表（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

税抜方式によってい

る。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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表示方法の変更

　
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
　　至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
　　至　平成20年５月31日）

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間において流動負債の「その他」に含め

ていた「未払金」は、重要性が増したため、当中間会計期

間から区分掲記することに変更した。

　なお、前中間会計期間の流動負債の「その他」に含めて

いた「未払金」は687百万円である。

 

　―
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

　
前中間会計期間末
(平成19年５月31日)

当中間会計期間末
(平成20年５月31日)

前事業年度末
(平成19年11月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

30,365百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

30,910百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

30,554百万円

※２　担保資産及び担保付債務

工場財団として担保に供してい

る資産

建物 3,126百万円

機械及び装置 728

土地 2,049

計 5,904

上記に対応する債務

短期借入金 130百万円

長期借入金 360

計 490

※２　担保資産及び担保付債務

工場財団として担保に供してい

る資産

建物 2,032百万円

機械及び装置 887

土地 248

計 3,168

上記に対応する債務

短期借入金 340百万円

長期借入金 1,120

計 1,460

※２　担保資産及び担保付債務

工場財団として担保に供してい

る資産

建物 2,031百万円

機械及び装置 725

土地 248

計 3,005

上記に対応する債務

短期借入金 120百万円

長期借入金 300

計 420

　３　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、「未払金」に

含めて表示している。

　３　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、「未払金」に

含めて表示している。

　

※４　支払方法の変更

　平成18年9月に「一括信託シス

テム」を導入し、従来の手形決

済による支払方法を一部変更し

ている。この変更に伴い流動負

債の部の「支払手形」が6,515

百万円、「その他」が170百万円

それぞれ減少し、「未払金」が

6,685百万円増加している。

 

  ※５ 中間決算日満期手形等の会計

処理は手形交換日等をもって

決済処理している。当中間会

計期間末日は金融機関の休業

日のため、次の中間会計期間

末日満期手形等が、以下の科

目に含まれている。

受取手形 2,890百万円

支払手形 41

未払金 1,162

その他 7
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(中間損益計算書関係)

　
前中間会計期間

(自　平成18年12月１日
  至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
  至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成18年12月１日
  至　平成19年11月30日)

※１　営業外収益のうち主要項目

受取利息 8百万円

有価証券利息 1

受取配当金 30

※１　営業外収益のうち主要項目

受取利息 8百万円

有価証券利息 5

受取配当金 42

※１　営業外収益のうち主要項目

受取利息 16百万円

有価証券利息 6

受取配当金 49

※２　営業外費用のうち主要項目

支払利息 38百万円

※２　営業外費用のうち主要項目

支払利息 40百万円

※２　営業外費用のうち主要項目

支払利息 79百万円

※３　特別利益

固定資産処分益 0百万円

※３　特別利益

貸倒引当金
戻入額

0百万円

固定資産処分益 0

投資有価証券売
却益

192

前期損益修正益 11

前期損益修正益は過年度の工
場用地調査費の精算金であ
る。

※３　特別利益

固定資産処分益 0百万円

※４　特別損失

固定資産処分損 34百万円

内訳は建物0百万円機械及び
装置30百万円その他4百万円
である。

貸倒引当金
繰入額

143

工場用地調査費 36

※４　特別損失

固定資産処分損 17百万円

内訳は建物6百万円機械及び
装置6百万円その他4百万円で
ある。

※４　特別損失

固定資産処分損 64百万円

内訳は建物12百万円機械及び
装置39百万円その他12百万円
である。

貸倒引当金
繰入額

142

工場用地調査費 36

５　減価償却実施額

有形固定資産 447百万円

無形固定資産 7
 

５　減価償却実施額

有形固定資産 588百万円

無形固定資産 8
 

５　減価償却実施額

有形固定資産 987百万円

無形固定資産 15
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自　平成18年12月１日至　平成19年５月31日)

自己株式に関する事項

前事業年度末
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

普通株式 4,093,554 11,034 － 4,104,588

(変動事由の概要)

　増加は単元未満株の買取請求による取得である。

　

当中間会計期間(自　平成19年12月１日至　平成20年５月31日)

自己株式に関する事項

前事業年度末
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

普通株式 4,119,267 5,584 － 4,124,851

(変動事由の概要)

　増加は単元未満株の買取請求による取得である。

　

前事業年度(自　平成18年12月１日至　平成19年11月30日)

自己株式に関する事項

前事業年度末
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 4,093,554 25,713 － 4,119,267

(変動事由の概要)

　増加は単元未満株の買取請求による取得である。

　

(有価証券関係)

前中間会計期間及び当中間会計期間、並びに前事業年度のいずれにおいても、子会社株式で時価のあるものがない

ため記載すべき事項はない。

　

(１株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
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(重要な後発事象)

　

前中間会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

―

 

― 当社は、平成20年１月24日開催の取

締役会において、工作用機器事業の

新工場棟を建設することを決議し

ております。 

１　新工場棟建設の理由及び効果 

当事業を取り巻く市場の環境は、量

的な増加に加え、短納期化、高精度

化が著しいスピードで進んでおり

ます。また、航空機業界、造船業界向

けなどの増加に伴い、製品の大型化

が進んでおります。こうした状況に

対応するため、工作用機器事業の拠

点であります野々市工場敷地内に

新工場棟（仮称　第３工場）を建設

し、合わせて既存工場の機能を整理

することにより同事業の生産体制

の再編をおこなうことを決定いた

しました。 

この新工場棟建設及び生産体制の

再編により、物流の改善、生産効率

・品質保証体制の改善を進めて生

産能力の増加をめざしてまいりま

す。また、新しい製品分野の生産ス

ペースを確保し、開発の強化・ス

ピードアップを図り、事業の一層の

拡大を図ってまいります。 

これにより、生産能力の30％拡大

（現状比）を図ります。 

２　新工場棟の概要 

(1) 所在地 石川県石川郡野々市町

粟田５丁目100番地 

当社野々市工場敷地内 

(2) 建築面積 約5,600㎡ 

(3) 延べ床面積 約6,100㎡ 

(4) 設備投資額 約18億円 

(5) 生産品目 NC円テーブルほか 

３　今後の日程（予定） 

(1) 新工場棟建設着工 平成20年８

月 

(2) 新工場棟竣工 平成21年４月末

 

(3) 新工場棟・ 平成21年５月 

新生産体制稼動 
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(2) 【その他】

該当事項はない。

　

EDINET提出書類

津田駒工業株式会社(E01524)

半期報告書

63/69



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いる。

　

(1)
有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第97期)

(自　平成18年12月１日
 至　平成19年11月30日)

平成20年２月27日
関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はない。
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独立監査人の中間監査報告書
　

平成19年８月23日

津田駒工業株式会社

取締役会　御中

　

明澄監査法人

　
代表社員
業務執行社員

公認会計士　　塚　　崎　　俊　　博　　㊞

　
代表社員
業務執行社員

公認会計士　　深　　井　　克　　志　　㊞

　

　

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

いる津田駒工業株式会社の平成18年12月１日から平成19年11月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成18年12月１日から平成19年５月31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、中間連結株主資本等変動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、津田駒工業株式会社及び連結子会社の平成19年５月31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18年12月１日から平成19年５月31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

　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４．会計処理基準に関する事項（2）重要な減価償却

資産の減価償却の方法に記載のとおり、会社は、当中間連結会計期間より法人税法の改正に伴い、平成19年４

月１日以降取得の固定資産については、改正後の法人税法に基づく方法に変更している。

　

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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書
　

平成20年８月20日

津田駒工業株式会社

取締役会　御中

　

明澄監査法人

　
代表社員
業務執行社員

公認会計士　　向　　山　　典　　佐　　㊞

　
代表社員
業務執行社員

公認会計士　　塚　　崎　　俊　　博　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている津田駒工業株式会社の平成19年12月１日から平成20年11月30日までの連結会計年度の中間連

結会計期間（平成19年12月１日から平成20年５月31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、中間連結株主資本等変動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、津田駒工業株式会社及び連結子会社の平成20年５月31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19年12月１日から平成20年５月31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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書
　

平成19年８月23日

津田駒工業株式会社

取締役会　御中

　

明澄監査法人

　
代表社員
業務執行社員

公認会計士　　塚　　崎　　俊　　博　　㊞

　
代表社員
業務執行社員

公認会計士　　深　　井　　克　　志　　㊞

　

　

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」に掲げられている津田駒工

業株式会社の平成18年12月１日から平成19年11月30日までの第97期事業年度の中間会計期間（平成18年12月１日から平

成19年５月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書に

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、津田駒工業株式会社の平成19年５月31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18年12月１日

から平成19年５月31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

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項２．固定資産の減価償却の方法（1）有形固定資産に記載のとおり、会社は、

当中間会計期間より法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降取得の固定資産については、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更している。

　

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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書
　

平成20年８月20日

津田駒工業株式会社

取締役会　御中

　

明澄監査法人

　
代表社員
業務執行社員

公認会計士　　向　　山　　典　　佐　　㊞

　
代表社員
業務執行社員

公認会計士　　塚　　崎　　俊　　博　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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

る津田駒工業株式会社の平成19年12月１日から平成20年11月30日までの第98期事業年度の中間会計期間（平成19年12月

１日から平成20年５月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変

動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、津田駒工業株式会社の平成20年５月31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19年12月１日

から平成20年５月31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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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