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（百万円未満切捨て） 

１．１９年１０月中間期の業績（平成１９年 ５月 １日～平成１９年１０月３１日） 
（１）経営成績                        （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 
19年10月中間期 
18年10月中間期 

百万円   ％
４，７４３ (11.9)
４，２３９ (31.7)

百万円   ％
９２１ (21.1)
７６０ (79.8)

百万円   ％ 
９３４ (21.6) 
７６８ (79.0) 

百万円   ％
５５４ (20.4)
４６０ (83.4)

19年４月期 ８，７３５    １，５６７    １，５８５     ９４３    

 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
潜在株式調整後１株
当たり中間（当期）

純利益 
 
19年10月中間期 
18年10月中間期 

円 銭
８１．６１
６７．７６

円 銭
－    
－    

19年４月期 １３８．８３ －    

(参考) 持分法投資損益 19年10月中間期    9 百万円  18年10月中間期   6 百万円  19年４月期    12 百万円  
 
（２）財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年10月中間期 
18年10月中間期 

百万円
９，７４０
８，２７４

百万円
６，４６７
５，２１４

％ 
６６．４ 
６３．０ 

円 銭
９５１．９５
７６７．２９

19年４月期 ９，４３６ ５，８３１ ６１．８ ８５８．２７

(参考) 自己資本 19年10月中間期 6,467 百万円  18年10月中間期 5,214 百万円  19年４月期 5,831 百万円 

 
（３）キャッシュ･フローの状況 
 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期  末  残  高 

 
19年10月中間期 
18年10月中間期 

百万円
５３１
３６６

百万円
△５１１

△１，１７９

百万円 
△１３１ 
△１６３ 

百万円
１，１７０

７３４

19年４月期 １，２０７ △１，３９５ △２４０ １，２８２

 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 第 １ 
四半期末 

中間期末
第 ３ 
四半期末

期 末 年 間 

 
19年４月期 

円 銭 
－ 

円 銭
－

円 銭
－

円 銭
13．00

円 銭
13．00

20年４月期（実績） － －

20年４月期（予想）  － 13．00
13．00

 

 
 
３．２０年４月期の業績予想（平成１９年 ５月 １日～平成２０年 ４月３０日） 

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

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通  期 ９，６００ (9.9) １，６６０ (5.9) １，６８０ (5.9) ９９０ (4.9) １４５．７２
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４．その他 
（１）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基

本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更         有 
② ①以外の変更                無 
〔（注）詳細は、14ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。〕 

 
（２）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)19年10月中間期 6,800,000株 18年10月中間期 6,800,000株 19年４月期 6,800,000株 
② 期末自己株式数         19年10月中間期   6,187株 18年10月中間期   4,157株 19年４月期   5,067株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及

び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は今後様々な要因により
大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたって
の注意事項については、３ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 

２．通期の業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想
数値を増額修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成19年11
月30日）公表の「平成20年４月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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１． 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当中間会計期間の経営成績 

当社の主力である建設機械向け製品の国内需要は、世界的な建設機械の需要拡大により、国内建設機

械メーカーの受注が好調に推移し増加しました。また、海外需要においては、米国の住宅着工件数の減

少の影響により、北米での需要は減少しましたが、欧州及びアジアでは特に中国が好調に推移しました。

その他の地域もインフラ整備の需要が好調に推移し、売上増加に寄与しました。その結果、建設機械向

け製品全体としては、前年同期を上回ることができました。 

また、取り組みを強化している自動車用鍛造部品においても、新規受注が順調に推移し、前年同期を

上回ることができました。 

この結果、当中間会計期間の売上高は 47 億 43 百万円（前年同期比 11.9％増）、経常利益９億 34 百万

円（前年同期比 21.6％増）、中間純利益５億 54 百万円（前年同期比 20.4％増）の増収増益となりました。 

主要な部門別の概況は以下のとおりであります。 

「建設機械部門」 

建設機械部門の売上高は、国内売上 33 億 15 百万円（前年同期比 16.8％増、４億 77 百万円増）、海外

売上４億 31 百万円（前年同期比 10.6％減、50 百万円減）となりました。 

当社の主力である建設機械向け製品は、国内需要は、民間の設備投資の増加等により好調に推移して

おります。また細径ボルト分野も前年同期比 54 百万円増の成果を上げることができました。 

一方海外需要は、欧州、アジア、その他向けが好調に推移しましたが、北米での減少により、前年同

期を下回る、前年同期比 50 百万円減となりました。 

「自動車関連部門」 

自動車関連部門の売上高は、６億 54 百万円（前年同期比 11.4％増、67 百万円増）となりました。 

当業界は市場規模も大きく、当社として も期待し、取り組みを強化している部門で、変速機用部品、

中ツバ形状品（自動車エンジン取付部品）等の堅調な受注により前年同期を上回ることができました。 

「産業機械部門」 

産業機械部門の売上高は、１億 80 百万円（前年同期比 1.7％減、３百万円減）となりました。 

当社では、前年同期比を下回りましたが、今後も民間の設備投資が堅調なため増加が見込まれます。 

 

通期の見通し 

下期の売上において、当社の主力である建設機械向け製品の需要は、米国の住宅着工件数の減少など

懸念される要因はありますが、当面、世界的な建設機械の需要拡大が見込まれることが予想され、前期

比増加を見込んでおります。 

また、自動車関連製品についても拡大をはかるべき営業を行っていきます。 

このように、通期は増収を見込んでおりますが、下期には工場建設等の大型設備投資が行われ、また

材料の鋼材・部品材の値上げ及び燃料費等の高騰、これまでに行った増産対応に伴う設備投資増加によ

る減価償却費負担増及び人件費等の経費増加が予想されております。しかし、中間会計期間の業績が順

調に推移したことから、通期では増益を見込んでおります。 

通期の業績につきましては、売上高 96億円（前期比 9.9％増）、経常利益 16億 80 百万円（前期比 5.9％

増）、当期純利益９億 90 百万円（前期比 4.9％増）の増収増益を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

当中間会計期間末は、流動資産は、設備資金の支払等による現金及び預金の減少、前事業年度末の期

末日満期手形等による売上債権の減少により、前事業年度末と比し２億 18 百万円減少しました。固定資

産は、有形固定資産が工場用地の取得等により、前事業年度末と比し１億 73 百万円増加し、投資その他

の資産も株式市場が好況であったため、前事業年度末と比し、３億 49 百万円増加しました。この結果、

資産は、前事業年度末と比し、３億４百万円増加の 97 億 40 百万円となりました。 

また、負債は、設備未払金の減少、未払法人税等の減少により、前事業年度末と比し、３億 31 百万円

減少の 32億 73 百万円となりました。 

純資産は、別途積立金の増加、有価証券評価差額金の増加により、前事業年度末と比し、６億 35 百万

円増加の 64 億 67 百万円となり、自己資本比率も 4.6 ポイント増加の 66.4％となりました。 
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当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は 11 億 70 百万円となり、前事業年度末に比

較して１億 11 百万円減少いたしました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税引前中間純利益は９億 34 百万円、減価償却費１億 62 百万円、売上債権減少１億 46 百万円などを計

上しましたが、一方で、仕入債務の減少１億 58 百万円、法人税等の支払４億 69 百万円等を計上したこ

とを主な要因として、営業活動によって得られた資金は５億 31 百万円（前年同期比１億 65 百万円増）

となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の取得に４億 49 百万円、投資有価証券の取得に１億 55 百万円充当したことから、投資

活動により５億 11 百万円の資金を要しました（前年同期比６億 67 百万円の支出減）。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入金の返済 42 百万円、配当金の支払に 87 百万円の資金をそれぞれ充当したことから、財務活

動により１億 31 百万円の資金を要しました（前年同期比 31 百万円の支出減）。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。配当につきまして

は、事業計画、財務状況、収益性等を考慮しつつ、企業体質の一層の強化を図るとともに、安定的な配

当の継続を行うことを基本方針としております。 

当期の年間配当金については、上記基本方針に基づき、１株当たり 13 円とさせていただく予定であり

ます。 

 

(4) 事業等のリスク 

以下の文中における将来に関する事項は、当中間会計期間末において当社が判断したものであります。 

① 建設機械業界に対する依存度が高いことについて 

当社は従来から、建設機械向け製品の売上比率が高く、内外の建設機械需要の動向に影響を受けや

すく、今後もその影響により業績が大きく変動することが考えられます。 

このような状況において、業績の安定化を図るため、建設機械部門以外の需要分野開拓により収益

基盤の拡大を図ります。現在、当社の売上のうち非建設機械部門は 21.0%にとどまっておりますが、

今後も売上比率 30％を目指します。けん引役として自動車関連部門に期待し、取り組みを強化してお

ります。今後も大型の熱間・冷間の設備と技術を活かし、難加工に対応すべく切削加工機等の設備を

増強し営業活動を強力に展開して、売上比率を高めていきます。 

 

② 材料価格の変動について 

当社の主要材料である鋼材は、国内景気、為替、原油価格等の影響によって価格が変動します。材

料費の当期総製造費用及び売上高に対する比率は、当中間会計期間でそれぞれ 56.3%、40.4%と高く、

当社の業績は鋼材価格の変動によって影響を受けます。当中間会計期間では、材料費の当期総製造費

用及び売上高に対する比率は、それぞれ前年同期比 1.6 ポイント、0.1 ポイント上昇しております。 

 

２． 企業集団の状況 

当社グループは、株式会社共和工業所（当社）及び関連会社である株式会社ネツレン小松並びにその他

の関連会社である有限会社ワイ・エム・ジィにより構成されております。 

当社グループは、ボルト専門メーカーとして、六角ボルト、六角穴付ボルト、特殊ボルト等を冷間鍛造

及び熱間鍛造により、素材から熱処理までの一貫生産体制で製造し、建設機械、自動車関連、産業機械等

の業界向けに販売を行っております。 

株式会社ネツレン小松は当社製品の無段変速機用シャフトの高周波焼入れ加工を行っており、また、有

限会社ワイ・エム・ジィとの取引関係はありません。 
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３． 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、企業体質の強化、改善を図り、企業の社会的責任をより明確にし、「良い製品を早く、安く、

お客様にサービスしていく」との基本方針のもとに、ねじ分野のほか特殊形状圧造部品等、新分野への

挑戦に努め、品質第一でお客様の満足度を向上させることを経営の 重要課題と認識し、全社員の幸せ

と生活の向上を図り永続的な生き残りを目指しております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、2010 年４月期を目標年度とする中期経営計画において、①売上高 98 億 50 百万円、②営業利

益 17 億 20 百万円、③経常利益 17 億 20 百万円、④当期純利益 10 億円、⑤ＲＯＥ12％とする目標値を設

定しております。これらの目標値については、計画通り進捗しており、来期以降早期達成を目指します。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

当社の主力である建設機械向け製品は、世界的な建設機械の需要拡大により需要拡大が続いておりま

す。 

このような事業環境の中で、経営計画を見直し、2007 年５月より 2010 年４月期までの３年間を対象

に、中期経営計画をスタートさせております。 

この中期経営計画では、これまでの方針を継続し、主力である建設機械向け製品の生産対応、新規需

要分野の開拓と競争力の基盤強化に対処すべく取り組んでおります。 

主力である建設機械向け製品の受注拡大に伴い、今期は、手狭になった工場環境の改善、お客様ニー

ズの安定的対応のため、現工場の隣接地用地を求め、工場増設を計画しました。当初計画では、新工場

建設関係で８億 10 百万円、機械設備等に１億 70 百万円を予定しておりましたが、設備計画の追加があ

り、新工場関係で９億円、機械設備等に２億 70 百万円とそれぞれ計画の変更を予定しております。当中

間会計期間において、隣接地購入資金、機械等に３億 35 百万円の設備投資を行いました。下期におきま

しても、１期工事の工場建設、機械設備等に４億 25 百万円の設備投資を予定しております。また、下期

着工予定である２期工事の工場建設の完成が来期にずれ込むため、今期は７億 60 百万円の設備投資とな

る予定であります。来期以降の設備投資については現在検討中であります。今後も顧客満足度を向上す

べく経営環境の変化に迅速に対応していきます。 

また、当社は従来から太径ボルトの製造を中心としておりましたが、近年細径ボルトの製造も設備を

増強し、当中間会計期間の細径ボルト分野の売上は、総売上の 16.0％と大きく成長しております。 

さらに、建設機械部門以外の需要分野開拓により収益基盤の拡大を図ります。当社の売上のうち非建

設機械部門は 21.0％にとどまっており、30％を目標とするも、現状では建設機械需要が伸びております。 

今後も大型の熱間・冷間鍛造の設備と技術を活かし、難加工に対処すべく設備を増強し営業活動を協

力に展開して、小型建設機械向けや自動車部品の分野で新規需要開拓を進めて、売上拡大に努めてまい

ります。 

次に、競争力の基盤強化についてですが、生産性の向上、新製品開発と高技術力の蓄積、人的資源の

教育強化を図り、技術の優位性と収益性による「事業の選択と集中」を推進し、経営資源を有効活用し

て競争力の基盤強化を図ってまいります。また、収益力の改善と業績の伸展を果たすため、徹底した固

定費削減により、低成長においても安定した収益を確保できる企業体質の構築に努めてまいります。 

 

(4) 内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する

基本的な考え方及びその整備状況」において、記載された事項と本項目に関する記載事項とが重複しま

すので、記載を省略しております。 

 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

４． 中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

  前中間会計期間末 

（平成 18 年 10 月 31 日） 

当中間会計期間末 

（平成 19 年 10 月 31 日） 

対前中間

期比 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 19 年４月 30 日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ．流動資産     

現金及び預金  1,764,647 2,200,562  2,312,393 

受取手形 ※３ 602,812 540,163  598,752 

売掛金 ※３ 2,248,110 2,505,591  2,593,020 

たな卸資産  376,334 423,760  393,869 

その他  122,416 143,479  133,861 

貸倒引当金  △285 △306  △320 

流動資産合計   5,114,035 61.8 5,813,251 59.7 699,215  6,031,576 63.9

Ⅱ．固定資産     

有形固定資産 ※１    

建物 ※２ 401,349 373,641  386,926 

機械及び装置  1,148,864 1,025,393  1,166,173 

その他 ※２ 306,261 649,451  322,282 

有形固定資産合計  1,856,474 2,048,486 192,011 1,875,383 

無形固定資産  385 367 △18 376 

投資その他の資産     

投資有価証券  1,101,018 1,668,816  1,325,694 

その他  223,400 230,366  223,981 

貸倒引当金  △20,500 △20,500  △20,500 

投資その他の資産

合計 
 1,303,918 1,878,682 574,763 1,529,175 

固定資産合計   3,160,779 38.2 3,927,535 40.3 766,756  3,404,935 36.1

資産合計   8,274,814 100.0 9,740,786 100.0 1,465,972  9,436,512 100.0
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

 

  前中間会計期間末 

（平成 18 年 10 月 31 日） 

当中間会計期間末 

（平成 19 年 10 月 31 日） 

対前中間

期比 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 19 年４月 30 日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ．流動負債     

支払手形 ※３ 1,075,066 1,136,162  1,415,534 

買掛金  462,031 536,728  415,604 

一年以内返済予定

長期借入金 
※２ 118,140 16,350  58,400 

未払法人税等  341,924 405,048  477,394 

未払消費税等  39,666 43,867  72,645 

賞与引当金  171,524 196,399  172,330 

その他 ※３ 414,004 290,178  470,706 

流動負債合計   2,622,356 31.7 2,624,734 26.9 2,377  3,082,614 32.7

Ⅱ．固定負債     

長期借入金 ※２ 16,350 －  － 

退職給付引当金  180,950 176,084  172,935 

役員退職慰労引当

金 
 146,605 175,401  155,582 

その他  94,163 297,201  193,486 

固定資産合計   438,070 5.3 648,687 6.7 210,616  522,004 5.5

負債合計   3,060,426 37.0 3,273,421 33.6 212,994  3,604,619 38.2

     

（純資産の部）     

Ⅰ．株主資本     

資本金   592,000 7.2 592,000 6.1 －  592,000 6.3

資本剰余金     

資本準備金  464,241 464,241  464,241 

資本剰余金合計   464,241 5.6 464,241 4.8 －  464,241 4.9

利益剰余金     

利益準備金  148,000 148,000  148,000 

その他利益剰余

金 
    

特別償却準備金  39,559 45,407  49,720 

別途積立金  3,000,000 3,800,000  3,000,000 

繰越利益剰余金  647,283 790,534  1,120,039 

利益剰余金合計   3,834,843 46.3 4,783,941 49.1 949,098  4,317,760 45.7

自己株式   △2,313 △0.0 △5,332 △0.1 △3,019  △3,313 △0.0

株主資本合計   4,888,771 59.1 5,834,850 59.9 946,079  5,370,688 56.9

Ⅱ．評価・換算差額等     

その他有価証券評

価差額金 
  325,616 3.9 632,514 6.5 306,898  461,204 4.9

評価・換算差額等合

計 
  325,616 3.9 632,514 6.5 306,898  461,204 4.9

純資産合計   5,214,388 63.0 6,467,365 66.4 1,252,977  5,831,893 61.8

負債純資産合計   8,274,814 100.0 9,740,786 100.0 1,465,972  9,436,512 100.0
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

(2) 中間損益計算書 

  前中間会計期間 

（自 平成 18 年 ５月 １日 

至 平成 18 年 10 月 31 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年 ５月 １日 

至 平成 19 年 10 月 31 日） 

対前中間

期比 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成 18 年５月 １日 

 至 平成 19 年４月 30 日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ．売上高   4,239,238 100.0 4,743,143 100.0 503,905 8,735,510 100.0

Ⅱ．売上原価   3,093,059 73.0 3,399,439 71.7 306,380 6,370,021 72.9

売上総利益   1,146,179 27.0 1,343,703 28.3 197,524 2,365,489 27.1

Ⅲ．販売費及び一般管理

費 

 
 385,805 9.1 422,626 8.9 36,820 798,294 9.2

営業利益   760,373 17.9 921,077 19.4 160,703 1,567,194 17.9

Ⅳ．営業外収益 ※１  9,071 0.2 13,941 0.3 4,869 19,739 0.3

Ⅴ．営業外費用 ※２  690 0.0 188 0.0 △501 1,067 0.0

経常利益   768,755 18.1 934,830 19.7 166,075 1,585,865 18.2

Ⅵ．特別利益   10,066 0.3 14 0.0 △10,052 10,666 0.1

Ⅶ．特別損失   806 0.0 197 0.0 △608 6,321 0.1

税引前中間(当期)

純利益 

 
 778,015 18.4 934,647 19.7 156,631 1,590,211 18.2

法人税、住民税及

び事業税 

 
335,481 398,447  665,316

法人税等調整額  △17,965 317,516 7.5 △18,316 380,131 8.0 62,614 △18,521 646,795 7.4

中間(当期)純利益   460,499 10.9 554,515 11.7 94,016 943,416 10.8
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

(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５月１日 至 平成 18 年 10 月 31 日） 

株主資本 

資 本

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資 本

準備金 

利 益

準備金
特別償却 

準備金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式
株主資本

合計 

平成 18 年４月 30 日残高（千円） 592,000 464,241 148,000 27,251 2,500,000 772,551 3,447,802 △2,313 4,501,730

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の積立て（注）   18,154 △18,154 － －

別途積立金の積立て（注）   500,000 △500,000 － －

特別償却準備金の取崩し（注）   △5,846 5,846 － －

剰余金の配当（注）   △67,958 △67,958 △67,958

役員賞与（注）   △5,500 △5,500 △5,500

中間純利益   460,499 460,499 460,499

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
  － －

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － － 12,308 500,000 △125,267 387,040 － 387,040

平成 18 年 10 月 31日残高（千円） 592,000 464,241 148,000 39,559 3,000,000 647,283 3,834,843 △2,313 4,888,771

 

評価・換算差額等  

その他有価証券評

価差額金 

純資産合計 

平成 18 年４月 30 日残高（千円） 392,436 4,894,167

中間会計期間中の変動額  

特別償却準備金の積立て（注）  －

別途積立金の積立て（注）  －

特別償却準備金の取崩し（注）  －

剰余金の配当（注）  △67,958

役員賞与（注）  △5,500

中間純利益  460,499

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△66,820 △66,820

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△66,820 320,220

平成 18 年 10 月 31 日残高（千円） 325,616 5,214,388

（注）平成 18 年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

 9



㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

当中間会計期間（自 平成 19 年５月１日 至 平成 19 年 10 月 31 日） 

株主資本 

資 本

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資 本

準備金 

利 益

準備金
特別償却 

準備金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式
株主資本

合計 

平成 19 年４月 30 日残高（千円） 592,000 464,241 148,000 49,720 3,000,000 1,120,039 4,317,760 △3,313 5,370,688

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立て   800,000 △800,000 － －

特別償却準備金の取崩し   △4,312 4,312 － －

剰余金の配当   △88,334 △88,334 △88,334

中間純利益   554,515 554,515 554,515

自己株式の取得   － △2,019 △2,019

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
  － －

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － － △4,312 800,000 △329,505 466,181 △2,019 464,162

平成 19年 10 月 31日残高（千円） 592,000 464,241 148,000 45,407 3,800,000 790,534 4,783,941 △5,332 5,834,850

 

評価・換算差額等  

その他有価証券評

価差額金 

純資産合計 

平成 19 年４月 30 日残高（千円） 461,204 5,831,893

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の積立て  －

特別償却準備金の取崩し  －

剰余金の配当  △88,334

中間純利益  554,515

自己株式の取得  △2,019

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
171,310 171,310

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
171,310 635,472

平成 19 年 10 月 31 日残高（千円） 632,514 6,467,365
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成 18 年５月１日 至 平成 19 年４月 30 日） 

株主資本 

資 本

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資 本

準備金 

利 益

準備金
特別償却 

準備金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式
株主資本

合計 

平成 18 年４月 30 日残高（千円） 592,000 464,241 148,000 27,251 2,500,000 772,551 3,447,802 △2,313 4,501,730

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の積立て（注）   18,154 △18,154 － －

特別償却準備金の積立て   17,608 △17,608 － －

別途積立金の積立て（注）   500,000 △500,000 － －

特別償却準備金の取崩し（注）   △5,846 5,846 － －

特別償却準備金の取崩し   △7,448 7,448 － －

剰余金の配当（注）   △67,958 △67,958 △67,958

役員賞与（注）   △5,500 △5,500 △5,500

当期純利益   943,416 943,416 943,416

自己株式の取得   － △1,000 △1,000

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
  － －

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
－ － － 22,469 500,000 347,488 869,957 △1,000 868,957

平成 19 年４月 30 日残高（千円） 592,000 464,241 148,000 49,720 3,000,000 1,120,039 4,317,760 △3,313 5,370,688

 

評価・換算差額等  

その他有価証券評

価差額金 

純資産合計 

平成 18 年４月 30 日残高（千円） 392,436 4,894,167

事業年度中の変動額  

特別償却準備金の積立て（注）  －

特別償却準備金の積立て  －

別途積立金の積立て（注）  －

特別償却準備金の取崩し（注）  －

特別償却準備金の取崩し  －

剰余金の配当（注）  △67,958

役員賞与（注）  △5,500

当期純利益  943,416

自己株式の取得  △1,000

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
68,768 68,768

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
68,768 937,725

平成 19 年４月 30 日残高（千円） 461,204 5,831,893

（注）平成 18 年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成 18 年５月 １日

至 平成18年10月31日)

当中間会計期間 

（自 平成 19 年５月 １日

至 平成19年10月31日)

対前中間期比 

前事業年度の要約キャッ

シュ・フロー計算書 

（自 平成 18 年５月 １日

至 平成 19年４月 30日)

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間（当期）純利益  778,015 934,647  1,590,211

減価償却費  154,487 162,678  328,450

賞与引当金の増減額（△減少）  42,727 24,068  43,533

貸倒引当金の増減額（△減少）  △49 △14  44

退職給付引当金の増減額 

（△減少） 
 △16,371 3,149  △24,386

役員退職慰労引当金の増減額 

（△減少） 
 △6,464 19,818  2,512

受取利息及び受取配当金  △7,072 △12,435  △14,762

支払利息  690 188  1,067

固定資産除売却損  806 197  6,321

投資有価証券売却益  － －  △600

受取保険金  △10,066 －  △10,066

売上債権の増減額（△増加）  △108,193 146,018  △448,299

たな卸資産の増減額（△増加）  △33,854 △29,891  △51,389

仕入債務の増減額（△減少）  △177,985 △158,247  116,055

未払消費税等の増減額（△減少）  △8,672 △28,778  24,305

役員賞与の支払額  △5,500 －  △5,500

その他（純額）  △1,173 △71,330  73,955

小計  601,323 990,069 388,745 1,631,453

利息及び配当金の受取額  6,930 11,906  14,465

利息の支払額  △679 △175  △1,004

法人税等の支払額  △250,970 △469,865  △447,090

生命保険金の受取額  10,066 －  10,066

営業活動によるキャッシュ・フロー  366,670 531,934 165,263 1,207,890

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △1,030,000 △1,030,000  △2,030,000

定期預金の払戻による収入  30,000 1,030,000  1,030,000

有形固定資産の取得による支出  △173,093 △449,744  △392,484

有形固定資産の売却による収入  － －  215

投資有価証券の取得による支出  △4,120 △155,681  △8,286

投資有価証券の売却又は償還に

よる収入 
 － 100,000  7,600

その他（純額）  △2,323 △6,384  △2,964

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,179,537 △511,810 667,727 △1,395,920

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出  △95,730 △42,050  △171,820

自己株式の取得による支出  － △2,019  △1,000

配当金の支払額  △68,030 △87,885  △68,030

財務活動によるキャッシュ・フロー  △163,760 △131,955 31,805 △240,850
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

  
前中間会計期間 

（自 平成 18 年５月 １日

至 平成18年10月31日)

当中間会計期間 

（自 平成 19 年５月 １日

至 平成19年10月31日)

対前中間期比 

前事業年度の要約キャッ

シュ・フロー計算書 

（自 平成 18 年５月 １日

至 平成 19年４月 30日)

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差

額 
 － － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 

（△減少） 
 △976,627 △111,831 864,795 △428,880

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,711,274 1,282,393 △428,880 1,711,274

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高 
 734,647 1,170,562 435,915 1,282,393
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 前中間会計期間 

（自 平成 18 年 ５月 １日 

至 平成 18 年 10 月 31 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年 ５月 １日 

至 平成 19 年 10 月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年５月 １日 

至 平成 19 年４月 30 日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1)有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は

全部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 

(2)たな卸資産 

製品・原材料・仕掛品 

先入先出法による原価法 

貯蔵品 

終仕入原価法 

(1)有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

関連会社株式 

同左 

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)たな卸資産 

製品・原材料・仕掛品 

同左 

貯蔵品 

同左 

(1)有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末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） 

時価のないもの 

同左 

(2)たな卸資産 

製品・原材料・仕掛品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1)有形固定資産 

定率法（ただし、平成 10 年４

月１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）については定額法）

を採用しております。 

主な有形固定資産の耐用年数

は以下のとおりであります。 

建物    ８年～38 年 

機械及び装置   10 年 

(2)無形固定資産 

定額法を採用しております（耐

用年数は 15 年）。 

(1)有形固定資産 

定率法（ただし、平成 10 年４

月１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）については定額法）

を採用しております。 

主な有形固定資産の耐用年数

は以下のとおりであります。 

建物    ８年～38 年 

機械及び装置   10 年 

(2)無形固定資産 

同左 

 

（追加情報） 

法人税法改正に伴い、平成 19

年３月 31 日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上し

ております。 

これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益がそれぞ

れ11,761千円減少しております。 

(1)有形固定資産 

定率法（ただし、平成 10 年４

月１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）については定額法）

を採用しております。 

主な有形固定資産の耐用年数

は以下のとおりであります。 

建物    ８年～38 年 

機械及び装置   10 年 

(2)無形固定資産 

同左 

 

（減価償却の方法の変更） 

平成 19 年度の法人税法改正に

伴い、平成 19 年４月１日以降取

得した固定資産については、減価

償却の方法を変更しております。

なお、この変更による影響額は軽

微であります。 
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

 前中間会計期間 

（自 平成 18 年 ５月 １日 

至 平成 18 年 10 月 31 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年 ５月 １日 

至 平成 19 年 10 月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年５月 １日 

至 平成 19 年４月 30 日） 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

売掛債権等の貸倒れに備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

(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。 

(3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に充

てるため、当事業年度末における

内規に基づく支給見込額に基づ

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。 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

同左 

 

 

(3)退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(4)役員退職慰労引当金 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

同左 

 

 

(3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。 

 

 

(4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく期末要支

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。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシュ・

フロー計算書）における

資金の範囲 

中間キャッシュ・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ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資であります。

同左 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ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資であります。 

６．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 

(1)消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 

なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺のうえ、未払消費

税等として表示しております。 

(1)消費税等の会計処理方法 

同左 

(1)消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年 ５月 １日 

 至 平成 18 年 10 月 31 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年 ５月 １日 

 至 平成 19 年 10 月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年５月 １日 

 至 平成 19 年４月 30 日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成 17

年 12 月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成 17 年 12 月９日）を適用

しております。 

これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、5,214,388 千円でありま

す。 

なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作

成しております。 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当事業年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成 17 年 12 月９日）を適用しており

ます。 

これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、5,831,893 千円でありま

す。 

なお、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

 前中間会計期間末 

（平成 18 年 10 月 31 日） 

当中間会計期間末 

（平成 19 年 10 月 31 日） 

前事業年度末 

（平成 19 年４月 30 日） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 

4,034,770 千円 4,304,282 千円 4,145,503 千円 

       

建物 53,635 千円 建物 49,588 千円  建物 51,529 千円

土地 10,244 土地 10,244  土地 10,244 

計 63,879 計 59,832  計 61,773 

      

長期借入金 長期借入金  長期借入金 

(含む一年以

内返済分) 

65,000 (含む一年以

内返済分) 

10,900  (含む一年以

内返済分) 

35,300 

※２．担保提供資産 

(1)担保に供している資産 

 

 

 

(2)上記に対応する債務 

 

計 65,000 計 10,900  計 35,300 

期末日満期手形及び期末日確定期

日債権（手形と同条件で手形期日に

現金決済する債権）は、手形交換日

及び振込期日をもって決済処理を

しております。したがって、当事業

年度末は休日のため次の期末日満

期手形等が期末残高に含まれてお

ります。 

 受取手形 95,110 千円

 売掛金 21,523 

 支払手形 276,963 

※３．期末日満期手形等 ―――――― ―――――― 

 流動負債 

その他 
10,499 

    

 

 

（中間損益計算書関係） 

 前中間会計期間 

（自 平成 18 年 ５月 １日 

  至 平成 18 年 10 月 31 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年 ５月 １日 

  至 平成 19 年 10 月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年５月 １日 

  至 平成 19 年４月 30 日） 

※１．営業外収益のうち重要な

もの 

受取利息      2,334 千円 受取利息      4,975 千円 受取利息      4,204 千円 

※２．営業外費用のうち重要な

もの 

支払利息       690 千円 支払利息       188 千円 支払利息      1,067 千円 

 ３．減価償却実施額 有形固定資産   154,478 千円 

無形固定資産      9 

有形固定資産   162,669 千円 

無形固定資産      9 

有形固定資産   328,431 千円 

無形固定資産      18 
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

（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５月１日 至 平成 18 年 10 月 31 日） 

１． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式

数（千株） 

当中間会計期間増

加株式数（千株） 

当中間会計期間減

少株式数（千株） 

当中間会計期間末

株式数（千株） 

発行済株式  

普通株式 6,800 － － 6,800

合計 6,800 － － 6,800

自己株式  

普通株式 4 － － 4

合計 4 － － 4

 

２． 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成 18年７月 21日 

定時株主総会 
普通株式 67,958 10 平成 18年４月 30日 平成 18 年７月 21 日

 

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

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成 19 年５月１日 至 平成 19 年 10 月 31 日） 

１． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式

数（千株） 

当中間会計期間増

加株式数（千株） 

当中間会計期間減

少株式数（千株） 

当中間会計期間末

株式数（千株） 

発行済株式  

普通株式 6,800 － － 6,800

合計 6,800 － － 6,800

自己株式  

普通株式 5 1 － 6

合計 5 1 － 6

 

２． 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（千円） 
配当の源泉 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 19年７月 20日 

定時株主総会 
普通株式 88,334 利益剰余金 13 平成 19年４月 30日 平成 19 年７月 23 日

 

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

該当事項はありません。 
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

前事業年度（自 平成 18 年５月１日 至 平成 19 年４月 30 日） 
１． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式

数（千株） 

当事業年度増加株

式数（千株） 

当事業年度減少株

式数（千株） 

当事業年度末株式

数（千株） 

発行済株式  

普通株式 6,800 － － 6,800

合計 6,800 － － 6,800

自己株式  

普通株式 4 0 － 5

合計 4 0 － 5

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取りによる増加 0千株であります。 

 

２． 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成 18年７月 21日 

定時株主総会 
普通株式 67,958 10 平成 18年４月 30日 平成 18 年７月 21 日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（千円） 
配当の源泉 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 19年７月 20日 

定時株主総会 
普通株式 88,334 利益剰余金 13 平成 19年４月 30日 平成 19 年７月 23 日

 

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年 ５月 １日 

 至 平成 18 年 10 月 31 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年 ５月 １日 

 至 平成 19 年 10 月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年５月 １日 

 至 平成 19 年４月 30 日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成 18 年 10 月 31 日現在） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成 19 年 10 月 31 日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成 19 年４月 30 日現在）

 現金及び預金

勘定 
1,764,647 千円 

  現金及び預金

勘定 
2,200,562 千円

現金及び預金

勘定 
2,312,393 千円

 預入期間が３

ヶ月を超える

定期預金 

△1,030,000 

  預入期間が３

ヶ月を超える

定期預金 

△1,030,000 

預入期間が３

ヶ月を超える

定期預金 

△1,030,000 

 現金及び現金

同等物 
734,647 

  現金及び現金

同等物 
1,170,562 

現金及び現金

同等物 
1,282,393 
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年 ５月 １日 

  至 平成 18 年 10 月 31 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年 ５月 １日 

  至 平成 19 年 10 月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年５月 １日 

  至 平成 19 年４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 

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 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額 

  
取 得 価

額 相 当

額 

(千円) 

減 価 償

却 累 計

額 相 当

額 

(千円) 

中間期

末残高

相当額 

(千円) 

   
取 得 価

額 相 当

額 

(千円)

減 価 償

却 累 計

額 相 当

額 

(千円)

中間期

末残高

相当額

(千円)

 
取 得 価

額 相 当

額 

(千円) 

減 価 償

却 累 計

額 相 当

額 

(千円) 

期末残

高相当

額 

(千円)

 工具・

器具及

び備品 

15,048 10,533 4,514 

  工具・

器具及

び備品

15,048 13,543 1,504

工具・

器具及

び備品 

15,048 12,038 3,009

 無形固

定資産 
4,032 2,822 1,209 

  無形固

定資産
4,032 3,628 403

無形固

定資産 
4,032 3,225 806

 合計 19,080 13,356 5,724   合計 19,080 17,172 1,908 合計 19,080 15,264 3,816

（注）取得価額相当額の算定は、有形固定資産

の中間期末残高等に占めるその割合が低

いため、支払利子込み法によっておりま

す。 

同左 （注）取得価額相当額の算定は、有形固定資産

の期末残高等に占めるその割合が低いた

め、支払利子込み法によっております。

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 3,816 千円   １年内 1,908 千円 １年内 3,816 千円

 １年超 1,908   １年超 － １年超 － 

 計 5,724   計 1,908 計 3,816 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額の算

定は、有形固定資産の中間期末残高等に

占めるその割合が低いため、支払利子込

み法によっております。 

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額の算定は、

有形固定資産の期末残高等に占めるその

割合が低いため、支払利子込み法によっ

ております。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料       1,908 千円 支払リース料       1,908 千円 支払リース料       3,816 千円 

減価償却費相当額     1,908 千円 減価償却費相当額     1,908 千円 減価償却費相当額     3,816 千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。 

同左 同左 
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成 18 年 10 月 31 日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 中間貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

国債・地方債等 299,972 299,180 △792 

合計 299,972 299,180 △792 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価（千円） 

中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 218,110 764,739 546,629 

その他 10,000 9,707 △293 

合計 228,110 774,446 546,336 

 

３．時価のない有価証券の主な内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

関連会社株式 7,000 

その他有価証券  

非上場株式 19,600 

 

 

当中間会計期間末（平成 19 年 10 月 31 日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 中間貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

国債・地方債等 300,275 300,040 △235 

合計 300,275 300,040 △235 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価（千円） 

中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 227,673 1,288,413 1,060,739 

その他 10,000 10,527 527 

合計 237,673 1,298,940 1,061,266 

 

３．時価のない有価証券の主な内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

関連会社株式 7,000 

その他有価証券  

非上場株式 12,600 

社債 50,000 
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

前事業年度末（平成 19 年４月 30 日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

国債・地方債等 299,984 299,560 △424 

合計 299,984 299,560 △424 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

株式 222,276 995,665 773,389 

その他 10,000 10,444 444 

合計 232,276 1,006,109 773,833 

 

３．時価のない有価証券の主な内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

関連会社株式 7,000 

その他有価証券  

非上場株式 12,600 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自平成 18 年５月１日 至平成 18 年 10 月 31 日） 

当社はデリバティブ取引は行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自平成 19 年５月１日 至平成 19 年 10 月 31 日） 

当社はデリバティブ取引は行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成 18 年５月１日 至平成 19 年４月 30 日） 

当社はデリバティブ取引は行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

（持分法損益等） 

 前中間会計期間 

（自 平成 18 年 ５月 １日 

  至 平成 18 年 10 月 31 日）

当中間会計期間 

（自 平成 19 年 ５月 １日 

  至 平成 19 年 10 月 31 日）

前事業年度 

 （自 平成 18 年５月 １日 

  至 平成 19 年４月 30 日）

関連会社に対する投資の金額

（千円） 
7,000 7,000 7,000 

持分法を適用した場合の投資

の金額（千円） 
71,390 86,806 77,836 

持分法を適用した場合の投資

利益の金額（千円） 
6,002 9,670 12,447 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係） 

該当事項はありません。 

 22



㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年 ５月 １日 

  至 平成 18 年 10 月 31 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年 ５月 １日 

  至 平成 19 年 10 月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年５月 １日 

  至 平成 19 年４月 30 日） 

１株当たり純資産額    767 円 29 銭 １株当たり純資産額    951 円 95 銭 １株当たり純資産額    858 円 27 銭

１株当たり中間純利益金額  67 円 76 銭 １株当たり中間純利益金額  81 円 61 銭 １株当たり当期純利益金額 138 円 83 銭

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

記載しておりません。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式がないため

記載しておりません。 

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

 前中間会計期間末 

（平成 18 年 10 月 31 日） 

当中間会計期間末 

（平成 19 年 10 月 31 日） 

前事業年度末 

（平成 19 年４月 30 日） 

中間（当期）純利益（千円） 460,499 554,515 943,416 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間（当期）純

利益（千円） 
460,499 554,515 943,416 

期中平均株式数（株） 6,795,843 6,794,451 6,795,457 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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㈱共和工業所（5971）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間会計期間の生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

部門 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年 ５月 １日 

  至 平成 19 年 10 月 31 日） 

前年同期比（％） 

建設機械 （千円） 3,546,106 112.1 

自動車関連（千円） 656,409 112.6 

産業機械 （千円） 131,053 96.0 

その他  （千円） 106,864 89.0 

合計（千円） 4,440,433 111.0 

（注）１．金額は販売価格によります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

当中間会計期間における受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年 ５月 １日 

  至 平成 19 年 10 月 31 日） 
部門 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

建設機械 3,751,317 113.2 24,095 51.9 

自動車関連 654,653 113.1 1,242 66.4 

産業機械 179,398 98.2 722 14.8 

その他 160,110 113.1 131 5.8 

合計 4,745,479 112.6 26,192 47.2 

（注）１．金額は販売価格によります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

当中間会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

部門 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年 ５月 １日 

  至 平成 19 年 10 月 31 日） 

前年同期比（％） 

建設機械 （千円） 3,746,443 112.8 

自動車関連（千円） 654,304 111.4 

産業機械 （千円） 180,117 98.3 

その他  （千円） 162,277 109.3 

合計（千円） 4,743,143 111.9 

（注）１．金額は販売価格によります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績

に対する割合は次のとおりであります。 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年 ５月 １日 

  至 平成 18 年 10 月 31 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年 ５月 １日 

  至 平成 19 年 10 月 31 日） 
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

㈱小松製作所 726,113 17.1 930,693 19.6

コマツ物流㈱ 499,632 11.8 692,816 14.6

以上 
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