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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】

回     次  第１２２期中 第１２３期中 第１２４期中 第１２２期 第１２３期

会 計 期 間
 自平成15年4月１日 自平成16年4月１日 自平成17年4月１日 自平成15年4月１日 自平成16年4月１日

 至平成15年9月30日 至平成16年9月30日 至平成17年9月30日 至平成16年3月31日 至平成17年3月31日

(1) 連結経営指標等        

売上高  (百万円) 56,924  73,959 75,947 121,454  158,144

経常利益 (百万円)  2,519   7,559 6,832 5,648   17,216

中間(当期)純利益 (百万円)  1,974   6,426 3,504 4,269   22,551

純資産額 (百万円) 4,970  13,748 36,844 7,287  34,154

総資産額 (百万円) 152,878  162,616 166,244 157,161  167,880

１株当たり純資産額  (円)  △ 120.77  △ 15.04 238.99 △ 92.64  207.23

１株当たり中間（当期）         
純利益金額 (円)   23.76   77.19 38.34 51.33   255.81
潜在株式調整後１株当たり        
中間（当期）純利益金額  (円)  4.99  51.58 29.71 10.79  175.28

自己資本比率  (％)  3.3  8.5 22.2 4.6  20.3

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー

(百万円) 2,925  4,894 2,832 3,656  13,433

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー

(百万円) △ 265  △ 1,816 △ 2,016 1,918  △ 2,460

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー

(百万円) △ 2,467  △ 2,460 △ 3,426 △ 5,118  △ 7,744

現金及び現金同等物の        
中間期末（期末）残高 (百万円) 4,435  5,278 5,291 4,688  7,910

従業員数  (人)  2,140  2,147 2,170 2,115  2,115

(2) 提出会社の経営指標等                                

売上高          (百万円) 40,659  55,829 58,034 86,886  120,227

経常利益 (百万円)  1,784   6,460 7,984 4,569   14,336

中間(当期)純利益 (百万円)  1,457   5,966 4,914 4,667   16,185

資本金 (百万円) 12,736  12,736 14,743 12,736  14,743

発行済株式総数 (千株)  普通株式 83,330  普通株式 83,330 普通株式 91,519 普通株式 83,330  普通株式 91,519
 優先株式  優先株式 優先株式 優先株式  優先株式
  第Ⅰ種 20,000   第Ⅰ種 20,000  第Ⅰ種 20,000  第Ⅰ種 20,000   第Ⅰ種 20,000
  第Ⅱ種 25,000   第Ⅱ種 25,000  第Ⅱ種 25,000  第Ⅱ種 25,000   第Ⅱ種 25,000
                        第Ⅲ種 30,000   第Ⅲ種 30,000  第Ⅲ種 30,000  第Ⅲ種 30,000   第Ⅲ種 30,000

純資産額 (百万円) 9,334  18,833 37,352 12,815  33,277

総資産額 (百万円)  109,025   118,675 126,856 114,059   125,774

1株当たり中間(年間) (百万円)       普通株式 5.000
配当額      優先株式
   －  － － －  第Ⅰ種 2.228
       第Ⅱ種 2.728
                                              第Ⅲ種 3.228

自己資本比率  (％)   8.6   15.9 29.4 11.2  26.5

従業員数  (人)  141  137 152 134  137

(注)１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

  ２．提出会社の平成17年３月期の普通株式１株当たり配当額５円は、創立80周年記念配当２円を含んでおります。



２【事 業 の 内 容】

（ステンレス鋼板及びその加工品事業）

 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

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

 ステンレス鋼板及びその加工品事業     2,170       

(注)１．従業員数は就業人員であります。

  ２．臨時雇用者数については、その総数が従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。

(２) 提 出 会 社 の 状 況

平成17年9月30日現在

 従業員数(人) 152      

(注)１．従業員数は就業人員であります。

  ２．臨時雇用者数については、その総数が従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。

(３) 労 働 組 合 の 状 況

特記すべき事項はありません。



第２【事 業 の 状 況】

１【業 績 等 の 概 要】

(１)業  績

 当上半期におけるわが国経済は、企業収益が順調に拡大、これを受けて設備投資が増加するとともに、個人消費も

雇用情勢の改善に広がりが見られることから徐々に増加するなど、原油他の素材価格高騰等の懸念材料はあるものの、

景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

 このような状況下で当社グループは、実需に適合した生産、原料価格に見合った販売価格の実現などに努め、本年

４月にスタートさせた中期経営計画「ビルドアッププラン３－７－５」（以下「中期経営計画」）の達成に向けて、

グループ各社一丸となって取り組んでまいりました。

 上記により、当中間連結会計期間（平成17年9月中間期）の売上高は、前年同期比2.7%増の75,947百万円となりま

した。一方、収益面におきましては、ＩＴ関連分野における在庫調整の影響などにより、営業利益が8,186百万円

（前年同期8,805百万円）、経常利益が6,832百万円（前年同期7,559百万円）と、いずれも前年同期に比べ減少いた

しました。中間純利益につきましては、減損損失（921百万円）など特別損失1,226百万円を計上したことに加え、業

績の向上に伴い租税負担が増したことから、3,504百万円（前年同期6,426百万円）となりました。 

① 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（ステンレス鋼板及びその加工品事業）

  ☆注 当社グループの事業区分は「ステンレス鋼板及びその加工品事業」単一となっております。

 ステンレス特殊鋼業界におきましては、国内市場は、需要がこれまでの右肩上がりから減少傾向へと転じたことに

加え、東アジア全体での需給の軟化により輸入品が急増したことから、市中在庫は積み上がり、実需に適合した生産

を行うことで販売価格の維持を優先する動きとなりました。

 当社グループは、国内におきましては、主原料価格の高騰が期前半まで続いたことにより、原料価格に見合った販

売価格の実現に取り組む一方、期中から需要が減少に転じたことなどにより市中在庫が高水準に達したため、受注に

適合した生産を行うことを重視してまいりました。海外におきましては市場での価格軟化が生じましたが、収益性を

重視してこれに追随せず、結果として販売数量は減少いたしましたが、販売価格の維持に努めてまいりました。

 本事業の内、当社グループが特に重点をおいて取り組みを行ってきております高機能材につきましては、電子材料

市場で急激な在庫調整局面を迎えたことから、当該用途向けの販売数量は減少いたしましたが、高耐食鋼、高耐熱鋼

分野では、これまでに取り組んでまいりました技術型営業の推進が結実いたしました結果、販売数量を伸ばすことが

できました。

 上記により、本事業の当中間連結会計期間国内売上高は、前年同期比0.1%減の62,434百万円、同海外売上高は、前

年同期比17.8%増の13,513百万円となりました。

② 所在地別セグメントの業績につきましては、全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90%を超えている

 ため、記載を省略しております。

(２)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）

 当中間連結会計期間における営業キャッシュ・フローは2,832百万円の収入となり、前年同期比2,062百万円減少し

ております。当該減少の主な要因は、原料価格の上昇等によりたな卸資産が増加したこと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）

 当中間連結会計期間における投資キャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得を中心に、2,016百万円の支

出（前年同期 支出 1,816百万円）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キャッシュ・フローは、可能な限り有利子負債を圧縮することに努めたことに加

え、普通株式及び優先株式に係る配当金の支払を実施したことから、3,426百万円の支出（前年同期 支出 2,460百万

円）となりました。

 以上の結果、現金及び現金同等物は、換算差額を含めて前連結会計年度末比2,619百万円の減少となり、当中間連



結会計期間末残高は5,291百万円となりました。



２【生産、受注及び販売の状況】

(１)生産実績

当中間連結会計期間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以下のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金    額（百万円） 前年同期比増減（％）

 ステンレス鋼板及びその加工品事業  53,985 6.8     

（注）１．金額は製品製造原価によっております。

   ２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

(２)受注状況

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

事業の種類別セグメントの名称
受 注 高 受注残高

金額（百万円） 前年同期比増減(%) 金額（百万円） 前年同期比増減(%)

ステンレス鋼板及びその加工品事業   72,211 △ 6.8 13,356   △ 16.9

（注）１．上記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以下のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金    額（百万円） 前年同期比増減（％）

  ステンレス鋼板及びその加工品事業   75,947 2.7     

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

   ２．主要な販売先はいずれも総販売実績に対する販売実績の割合が10％未満のため、記載を省略しております。

３【対処すべき課題】

〔経営の基本方針〕

 当社グループの事業経営は、創造と効率を両輪として生み出されたすぐれた製品を提供することにより、社会に進歩

と充実をもたらすことを理念としております。また、全ての面で国際的水準において優位に立ち、企業価値を高めるこ

とで株主を始め皆様の期待に応えることを目標としております。

 当社グループは、本年４月より中期経営計画を実行中であります。上記目標を達成すべく、本中期経営計画の着実な

実行に向け、グループ一丸となってまい進する所存であります。

〔目標とする経営指標〕

 中期経営計画におきましては、下記のとおり数値目標を設定しております。

 高機能材売上高比率（個別ベース）   50％以上

 ＲＯＡ（連結ベース）   ７％以上 ※ＲＯＡ＝(営業利益＋受取利息・配当金)／総資産

 自己資本比率（連結ベース）   30％以上

〔中長期的な会社の経営戦略〕

 当社グループが現在実行しております中期経営計画の概要は下記のとおりであります。

（１）計画期間    平成１７年４月～平成２０年３月（３年間）

（２）具体的施策

①開発・生産・販売の一体化による高機能材拡販強化

― コア技術を活かした新規高機能材の開発と商品化、グループでの２次加工品の共同開発を通じた高機能

  材の品揃え強化、顧客ニーズにきめ細かく対応可能な販売体制の構築

②連結ベースの期間累計で計149億円の設備投資を計画

― 高機能材のさらなる拡販のための製造プロセス機能増強投資、環境対応及び安定操業のための維持投資

③システム再構築

― 多品種小ロットに対応した業務プロセス、基幹情報システムの再構築



（３）連結損益計画 （単位：億円）

                 平成18年3月期    平成19年3月期 平成20年3月期

                 計画 中間期実績 計画 計画

  売    上    高    1,464       759 1,469 1,509    

  営  業  利  益     117       82 116 116    

  経  常  利  益     90       68 88 87    

  当期（中間）純利益     57       35 56 55    

[損益計画の前提条件] ※上記損益計画の基礎となる環境認識

ニッケルＬＭＥ価格 ○足元の日本経済は米国経済や中国経済の底堅さに支えられ、企業収益は

→ ポンド当たり５㌦  高いレベルを維持すると見込む。

為替レート ○ステンレス業界においては、計画期間中に中国をはじめとするアジアで

→ １１０円／㌦  のステンレス鋼生産の急増が予想されており、需給悪化と競争の激化が

 懸念される。

○原油や原料価格の高騰に伴うコスト増加は当面継続するものと思われる。

〔会社の対処すべき課題〕

 当社グループは次の３年間をさらなる飛躍への体力・体質強化（ビルドアップ）期間と捉え、厳しい経営環境が予想

される中、中期経営計画の確実な実行を通じ、事業構造変革を図り、環境変化に対応していく必要があると考えており

ます。

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及びこれらの契約等に対する重要な変更等はあ

りません。

５【研究開発活動】

  当社グループは、ステンレス特殊鋼メーカーとして高機能材の開発に研究開発資源を集中しており、その活動の中心

は、㈱ＹＡＫＩＮ川崎の技術開発室が行う新製品開発、製造技術改善、技術営業活動、㈱ＹＡＫＩＮ大江山でのフェロ

ニッケル製造技術開発であります。また、高機能材に、更に付加価値を与える薄帯、パイプ等、加工品の開発と市場開

拓を他のグループ各社と連携して進めており、これら、グループ全体の研究開発活動は当社開発企画部が総括・推進し

ております。

 当社グループの研究開発活動は、高機能材でのグローバル市場の開拓を目標にし、そのために次のことを課題として

おります。

①㈱ＹＡＫＩＮ川崎のコア技術（精錬(AOD)-連続鋳造(CC)-熱間圧延）を生かした高合金の多品種製品化

②フェロニッケル生産性向上によるコストダウン実現

③溶接技術がキーとなるスーパーステンレス鋼、高ニッケル合金の加工技術開発

④耐食性・強度・軽量化要求に対応した二相ステンレス鋼の機能向上

 当中間連結会計期間の主な成果は以下のとおりであります。

①排煙脱硫装置への採用等、環境対応型市場の開拓

②貯水槽等、水環境での二相ステンレス鋼の採用

③拡大傾向にある個人向け電子機器のバッテリー補完部品へのスーパーステンレス鋼採用

④高い耐食性要求に対応したハンドフープ材の量産技術開発と拡販

⑤耐熱・耐酸化材料であるシーズヒーター材のガスケットへの適用

 研究開発活動にはグループ全体で56名のスタッフが携わっており、これは総従業員の約３％にあたります。また、当

中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は752百万円であります。



第３【設 備 の 状 況】

１【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

  当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。



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 会社が発行する株式の総数（株）

    普通株式    558,000,000             

    第Ⅰ種優先株式    20,000,000             

    第Ⅱ種優先株式    25,000,000             

 第Ⅲ種優先株式 30,000,000             

                 計              633,000,000             

（注）定款において、普通株式につき消却が行われたとき、または優先株式につき消却もしくは普通株式への転換

   が行われたときは、これに相当する株式数を減ずる旨を定めております。

  ②【発行済株式】                           

種類
中間会計期間末現在発行数 提出日現在発行数（株）   上場証券取引所名又は     内容

（株）(平成17年9月30日) (平成17年12月16日)   登録証券業協会名            

普通株式  91,518,638  同 左 東京証券取引所市場第一部 －

第Ⅰ種優先株式        20,000,000   同 左 非上場     

第Ⅱ種優先株式        25,000,000   同 左 非上場 （注）

第Ⅲ種優先株式  30,000,000  同 左 非上場  

計        166,518,638   同 左 ― －

（注）

１．第Ⅰ種優先株式の内容は次の通りであります。

(１)優先配当金

 (イ)優先配当金の額

  １株あたりの優先配当金（以下「第Ⅰ種優先配当金」という。）の額は、以下の算式に従い計算される金額と

  する。第Ⅰ種優先配当金は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。ただし、 計算の

  結果、第Ⅰ種優先配当金の額が、当初4年間（平成18年3月期にかかる配当まで）は1株につき10円を超える場合

  は10円とし、5年目以降（平成19年3月期にかかる配当から）は1株につき20円を超える場合は20円とする。

     第Ⅰ種優先配当金＝200円×（日本円TIBOR＋1.00%）

  「日本円TIBOR」とは、平成15年3月28日(配当起算日)または平成15年4月1日以降の毎年4月1日（以下「第Ⅰ種

  優先配当算出基準日」という。）現在における日本円のリファレンスレート（1年物）として全国銀行協会によ

  って公表される数値をいい、上記計算式においては、次回の第Ⅰ種優先配当算出基準日の前日までの各営業年

  度について適用される。ただし、第Ⅰ種優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を第Ⅰ種優先配

  当算出基準日とする。

  第Ⅰ種優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日（当日が銀行休業日の場合は直前営業日）

  ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート（ユーロ円LIBOR1

  年物（360日ベース））として英国銀行協会（ＢＢＡ）によって公表される数値またはこれに準ずると認められ

  るものを日本円TIBORに代えて用いるものとする。

  日本円TIBORまたはこれに代えて用いる数値は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。

 (ロ)優先中間配当金

  第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録質権者に対し、中間配当を行わない。

 (ハ)非累積条項

  ある営業年度において第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額が第Ⅰ種優

  先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。

 (ニ) 非参加条項

  第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録質権者に対し、第Ⅰ種優先配当金を超えて配当は行わない。



(２)残余財産の分配

 当会社の残余財産を分配するときは、第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録質権者に対し、普通株主または普通

 登録質権者に先立ち、第Ⅰ種優先株式1株につき200円を支払う。

 第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

(３)消却

 当会社は、いつでも第Ⅰ種優先株式を買い受け、これを株主に配当すべき利益をもって当該買受価額により消却

 することができる。

(４)議決権

 第Ⅰ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(５)新株引受権等

 当会社は、法令に定める場合を除き、第Ⅰ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。

 当会社は、第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録質権者には新株引受権または新株予約権もしくは新株予約権付

 社債の引受権を与えない。

(６)転換予約権

 (イ)転換を請求し得べき期間

  第Ⅰ種優先株式の転換を請求し得べき期間は、平成20年4月1日から平成35年3月31日までとする。

 (ロ)転換の条件

  第Ⅰ種優先株式は、1株につき下記(a)乃至(c)に定める転換価額により、当会社の普通株式に転換することがで

  きる。

  (ａ)当初転換価額

   当初転換価額は、平成20年4月1日における時価とする。ただし、当該価額が32円を下回る場合は32円とする。

   上記「時価」とは、平成20年4月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所におけ

   る当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値 （終値のない日数を除く。そ

   の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。）をいう。

  (ｂ)転換価額の修正

   転換価額は、平成21年4月1日から平成35年3月31日まで、毎年4月1日（以下それぞれ「転換価額修正日」とい

   う。）に、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期間」という。

   ）の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平

   均値（終値のない日を除く。）が、当初転換価額を下回る場合、当該平均値に修正される（修正後転換価額

   は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、時価算定期間内に、下記(ｃ)で定

   める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、(ｃ)に準じて取締役会が適当と判断する値に調

   整される。）。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が32円または当初転換価額の80%に相当する金額

   （円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。下記(ｃ)により調整される。）のいずれ

   か高い金額を下回る場合には、当該いずれか高い金額をもって修正後転換価額とする。

  (ｃ)転換価額の調整

   Ⅰ 第Ⅰ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式（以下「転換価

    額調整式」という。）により調整する。転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第2位まで

    算出し、その小数第2位を四捨五入する。

                                                       新規発行普通株式数×1株あたりの払込金額

                                      既発行普通株式数＋─────────────────────

                                                                       1株あたりの時価

      調整後転換価額＝調整前転換価額×───────────────────────────────

                                                    既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

    ⅰ 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分

     する場合を含む。）、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日があ

     る場合はその日の翌日以降これを適用する。

     処分される自己株式の数は転換価額調整式における「新規発行普通株式数」に算入される。



    ⅱ 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日の

     翌日以降これを適用する。

      ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割によ

     り普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総

     会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該配

     当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。

    ⅲ  転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に転換することができる株式または権

     利行使により発行される普通株式1株あたりの発行価額（ただし、当該発行価額は商法280条の20第4項ま

     たは同法341条の15第4項により算出される。なお、引用する商法の条項は平成15年3月10日時点のものと

     し、以下も同様とする。）が転換価額調整式に使用する時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新

     株予約権付社債を発行する場合、調整後の転換価額は、その証券（権利）の発行日に、または募集のた

     めの株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券（権利）の全額が転換または全ての新

     株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降これを適用

     する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株予約権の行使がなさ

     れた結果発行された株式数を上回る限りにおいて既発行の普通株式数に算入される（下記ⅳも同様とす

     る。）。

    ⅳ 普通株式に転換することができる株式または新株予約権を行使できる証券（権利）であって、転換価

     額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず後日一定の日（以下「価額決定日」という。

     ）の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額または権利行使に

     より発行される普通株式1株あたりの発行価額（ただし、当該発行価額は商法280条の20第4項または同法

     341条の15第4項により算出される。） が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合、調整後の転換価

     額は、当該価額決定日に残存する証券（権利）の全額が転換またはすべての新株予約権が行使されたも

     のとみなし、当該価額決定日の翌日以降でこれを適用する。

   Ⅱ 上記Ⅰに掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要と

    する場合には、取締役会が適当と判断する転換価額により変更される。

   Ⅲ 転換価額調整式に使用する1株あたりの時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、上記Ⅰⅱただし

    書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当

    会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、

    その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお上記45取引日の間に、Ⅰ

    またはⅡで定める転換価額の調整事由が生じた場合には、転換価額調整式で使用する時価（当該平均値）

    は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。

   Ⅳ 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額

    とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株

    主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数とす

    る。なお、既発行普通株式数からは処分される自己株式数を控除する。

   Ⅴ 転換価額調整式で使用する1株あたりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

    ⅰ Ⅰⅰの時価を下回る払込金額（または処分価額）をもって普通株式を発行（または自己株式を処分）

     する場合には、当該払込金額または処分価額（金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価

     額）。

    ⅱ Ⅰⅱの株式の分割により普通株式を発行する場合は0円。

    ⅲ Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって普通株式に転換またはⅠⅲで定める内容の新株予約権を行使できる

     証券（権利）を発行する場合は、当該転換価額または当該新株予約権の行使により発行される普通株式

     1株あたりの発行価額（ただし、当該発行価額は商法280条の20第4項または同法341条の15第4項により算

     出される。）。

    ⅳ Ⅰⅳの場合は、価格決定日に決定された転換価額または権利行使により発行される普通株式1株あたり

     の発行価額（ただし、当該発行価額は商法280条の20第4項または同法341条の15第4項により算出される。

     ）。



   Ⅵ 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、

    転換価額の調整はこれを行わない、ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額

    を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引

    いた額を使用する。

 (ハ)転換により発行すべき普通株式数

  第Ⅰ種優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。

   転換により発行      第Ⅰ種優先株主が転換請求のために提出した第Ⅰ種優先株式の発行価額の総額

     すべき普通株式数＝──────────────────────────────────────

                                                    転換価額

  発行すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

 (ニ)転換の請求により発行する株式の内容

  当会社普通株式

 (ホ)転換請求受付場所

  東京都江東区東砂七丁目10番11号

  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

 (ヘ)転換効力の発生

  転換の効力は、転換請求書及び第Ⅰ種優先株券が前述(ホ)に記載する転換請求受付場所に到着したときに発生

  する。

 (ト)転換後第1回目の配当

  第Ⅰ種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金は、転換の請求

  または強制転換が4月1日から9月30日までになされたときには4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされ

  たときは10月1日にそれぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。

(７)強制転換

 転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった第Ⅰ種優先株式は、同期間の末日の翌日（以下「強制転換基準

 日」という。）以降に開催される取締役会で定める日をもって、第Ⅰ種優先株式1株の払込金相当額を強制転換基

 準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎

 日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。その計算は円位未満小数第2位まで算出し、そ

 の小数第2位を四捨五入する。）で除して得られる数の普通株式となる。

 ただし、この場合当該平均値が32円または当初転換価額の80%の価額のいずれか高い金額を下回るときは、第Ⅰ種

 優先株式1株の払込金相当額を当該いずれか高い金額で除して得られる数の普通株式となる。また、当該平均値が

 上限転換価額を上回るときは、第Ⅰ種優先株式１株の払込金相当額を当該上限転換価額で除して得られる数の普

 通株式となる。上限転換価額とは、当初転換価額に等しい金額（ただし、上記(６)(ロ)(ｃ) により調整される）

 をいう。

 なお、上記の普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときには、商法に定める株式併合の場合に

 準じてこれを取扱う。

(８)優先順位

 発行する各種の優先株式の優先配当金の支払順位並びに残余財産の分配順位は、同順位とする。

２．第Ⅱ種優先株式の内容は次の通りであります。

(１)優先配当金

 (イ)優先配当金の額

  １株あたりの優先配当金（以下「第Ⅱ種優先配当金」という。）の額は、以下の算式に従い計算される金額と

  する。第Ⅱ種優先配当金は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。ただし、 計算の

  結果、第Ⅱ種優先配当金の額が、当初4年間（平成18年3月期にかかる配当まで）は1株につき10円を超える場合

  は10円とし、5年目以降（平成19年3月期にかかる配当から）は1株につき20円を超える場合は20円とする。

     第Ⅱ種優先配当金＝200円×（日本円TIBOR＋1.25%）



  「日本円TIBOR」とは、平成15年3月28日(配当起算日)または平成15年4月1日以降の毎年4月1日（以下「第Ⅱ種

  優先配当算出基準日」という。）現在における日本円のリファレンスレート（1年物）として全国銀行協会によ

  って公表される数値をいい、上記計算式においては、次回の第Ⅱ種優先配当算出基準日の前日までの各営業年

  度について適用される。ただし、第Ⅱ種優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を第Ⅱ種優先配

  当算出基準日とする。

  第Ⅱ種優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日（当日が銀行休業日の場合は直前営業日）

  ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート（ユーロ円LIBOR1

  年物（360日ベース））として英国銀行協会（ＢＢＡ）によって公表される数値またはこれに準ずると認められ

  るものを日本円TIBORに代えて用いるものとする。

  日本円TIBORまたはこれに代えて用いる数値は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。

 (ロ)優先中間配当金

  第Ⅱ種優先株主または第Ⅱ種優先登録質権者に対し、中間配当を行わない。

 (ハ)非累積条項

  ある営業年度において第Ⅱ種優先株主または第Ⅱ種優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額が第Ⅱ種優

  先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。

 (ニ) 非参加条項

  第Ⅱ種優先株主または第Ⅱ種優先登録質権者に対し、第Ⅱ種優先配当金を超えて配当は行わない。

(２)残余財産の分配

 当会社の残余財産を分配するときは、第Ⅱ種優先株主または第Ⅱ種優先登録質権者に対し、普通株主または普通

 登録質権者に先立ち、第Ⅱ種優先株式1株につき200円を支払う。

 第Ⅱ種優先株主または第Ⅱ種優先登録質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

(３)消却

 当会社は、いつでも第Ⅱ種優先株式を買い受け、これを株主に配当すべき利益をもって当該買受価額により消却

 することができる。

(４)議決権

 第Ⅱ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(５)新株引受権等

 当会社は、法令に定める場合を除き、第Ⅱ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。

 当会社は、第Ⅱ種優先株主または第Ⅱ種優先登録質権者には新株引受権または新株予約権もしくは新株予約権付

 社債の引受権を与えない。

(６)転換予約権

 (イ)転換を請求し得べき期間

  第Ⅱ種優先株式の転換を請求し得べき期間は、平成22年4月1日から平成37年3月31日までとする。

 (ロ)転換の条件

  第Ⅱ種優先株式は、1株につき下記(a)乃至(c)に定める転換価額により、当会社の普通株式に転換することがで

  きる。

  (ａ)当初転換価額

   当初転換価額は、平成22年4月1日における時価とする。ただし、当該価額が32円を下回る場合は32円とする。

   上記「時価」とは、平成22年4月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所におけ

   る当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値 （終値のない日数を除く。そ

   の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。）をいう。

  (ｂ)転換価額の修正

   転換価額は、平成23年4月1日から平成37年3月31日まで、毎年4月1日（以下それぞれ「転換価額修正日」とい

   う。）に、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期間」という。

   ）の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平

   均値（終値のない日を除く。）が、当初転換価額を下回る場合、当該平均値に修正される（修正後転換価額

   は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、時価算定期間内に、下記(ｃ)で定

   める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、(ｃ)に準じて取締役会が適当と判断する値に調

   整される。）。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が32円または当初転換価額の75%に相当する金額



   （円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。下記(ｃ)により調整される。）のいずれ

   か高い金額を下回る場合には、当該いずれか高い金額をもって修正後転換価額とする。

  (ｃ)転換価額の調整

   Ⅰ 第Ⅱ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式（以下「転換価

    額調整式」という。）により調整する。転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第2位まで

    算出し、その小数第2位を四捨五入する。

                                                       新規発行普通株式数×1株あたりの払込金額

                                      既発行普通株式数＋─────────────────────

                                                                       1株あたりの時価

      調整後転換価額＝調整前転換価額×───────────────────────────────

                                                    既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

    ⅰ 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分

     する場合を含む。）、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日があ

     る場合はその日の翌日以降これを適用する。

     処分される自己株式の数は転換価額調整式における「新規発行普通株式数」に算入される。

    ⅱ 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日の

     翌日以降これを適用する。

      ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割によ

     り普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総

     会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該配

     当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。

    ⅲ  転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に転換することができる株式または権

     利行使により発行される普通株式1株あたりの発行価額（ただし、当該発行価額は商法280条の20第4項ま

     たは同法341条の15第4項により算出される。なお、引用する商法の条項は平成15年3月10日時点のものと

     し、以下も同様とする。）が転換価額調整式に使用する時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新

     株予約権付社債を発行する場合、調整後の転換価額は、その証券（権利）の発行日に、または募集のた

     めの株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券（権利）の全額が転換または全ての新

     株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降これを適用

     する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株予約権の行使がなさ

     れた結果発行された株式数を上回る限りにおいて既発行の普通株式数に算入される（下記ⅳも同様とす

     る。）。

    ⅳ 普通株式に転換することができる株式または新株予約権を行使できる証券（権利）であって、転換価

     額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず後日一定の日（以下「価額決定日」という。

     ）の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額または権利行使に

     より発行される普通株式1株あたりの発行価額（ただし、当該発行価額は商法280条の20第4項または同法

     341条の15第4項により算出される。） が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合、調整後の転換価

     額は、当該価額決定日に残存する証券（権利）の全額が転換またはすべての新株予約権が行使されたも

     のとみなし、当該価額決定日の翌日以降でこれを適用する。

   Ⅱ 上記Ⅰに掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要と

    する場合には、取締役会が適当と判断する転換価額により変更される。

   Ⅲ 転換価額調整式に使用する1株あたりの時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、上記Ⅰⅱただし

    書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当

    会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、

    その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお上記45取引日の間に、Ⅰ

    またはⅡで定める転換価額の調整事由が生じた場合には、転換価額調整式で使用する時価（当該平均値）

    は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。



   Ⅳ 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額

    とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株

    主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数とす

    る。なお、既発行普通株式数からは処分される自己株式数を控除する。

   Ⅴ 転換価額調整式で使用する1株あたりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

    ⅰ Ⅰⅰの時価を下回る払込金額（または処分価額）をもって普通株式を発行（または自己株式を処分）

     する場合には、当該払込金額または処分価額（金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価

     額）。

    ⅱ Ⅰⅱの株式の分割により普通株式を発行する場合は0円。

    ⅲ Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって普通株式に転換またはⅠⅲで定める内容の新株予約権を行使できる

     証券（権利）を発行する場合は、当該転換価額または当該新株予約権の行使により発行される普通株式

     1株あたりの発行価額（ただし、当該発行価額は商法280条の20第4項または同法341条の15第4項により算

     出される。）。

    ⅳ Ⅰⅳの場合は、価格決定日に決定された転換価額または権利行使により発行される普通株式1株あたり

     の発行価額（ただし、当該発行価額は商法280条の20第4項または同法341条の15第4項により算出される。

     ）。

   Ⅵ 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、

    転換価額の調整はこれを行わない、ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額

    を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引

    いた額を使用する。

 (ハ)転換により発行すべき普通株式数

  第Ⅱ種優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。

   転換により発行      第Ⅱ種優先株主が転換請求のために提出した第Ⅱ種優先株式の発行価額の総額

     すべき普通株式数＝──────────────────────────────────────

                                                    転換価額

  発行すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

 (ニ)転換の請求により発行する株式の内容

  当会社普通株式

 (ホ)転換請求受付場所

  東京都江東区東砂七丁目10番11号

  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

 (ヘ)転換効力の発生

  転換の効力は、転換請求書及び第Ⅱ種優先株券が前述(ホ)に記載する転換請求受付場所に到着したときに発生

  する。

 (ト)転換後第1回目の配当

  第Ⅱ種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金は、転換の請求

  または強制転換が4月1日から9月30日までになされたときには4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされ

  たときは10月1日にそれぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。

(７)強制転換

 転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった第Ⅱ種優先株式は、同期間の末日の翌日（以下「強制転換基準

 日」という。）以降に開催される取締役会で定める日をもって、第Ⅱ種優先株式1株の払込金相当額を強制転換基

 準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎

 日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。その計算は円位未満小数第2位まで算出し、そ

 の小数第2位を四捨五入する。）で除して得られる数の普通株式となる。

 ただし、この場合当該平均値が32円または当初転換価額の75%の価額のいずれか高い金額を下回るときは、第Ⅱ種

 優先株式1株の払込金相当額を当該いずれか高い金額で除して得られる数の普通株式となる。また、当該平均値が

 上限転換価額を上回るときは、第Ⅱ種優先株式１株の払込金相当額を当該上限転換価額で除して得られる数の普

 通株式となる。上限転換価額とは、当初転換価額に等しい金額（ただし、上記(６)(ロ)(ｃ) により調整される）

 をいう。



 なお、上記の普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときには、商法に定める株式併合の場合に

 準じてこれを取扱う。

(８)優先順位

 発行する各種の優先株式の優先配当金の支払順位並びに残余財産の分配順位は、同順位とする。

３．第Ⅲ種優先株式の内容は次の通りであります。

(１)優先配当金

 (イ)優先配当金の額

  １株あたりの優先配当金（以下「第Ⅲ種優先配当金」という。）の額は、以下の算式に従い計算される金額と

  する。第Ⅲ種優先配当金は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。ただし、 計算の

  結果、第Ⅲ種優先配当金の額が、当初4年間（平成18年3月期にかかる配当まで）は1株につき10円を超える場合

  は10円とし、5年目以降（平成19年3月期にかかる配当から）は1株につき20円を超える場合は20円とする。

     第Ⅲ種優先配当金＝200円×（日本円TIBOR＋1.50%）

  「日本円TIBOR」とは、平成15年3月28日(配当起算日)または平成15年4月1日以降の毎年4月1日（以下「第Ⅲ種

  優先配当算出基準日」という。）現在における日本円のリファレンスレート（1年物）として全国銀行協会によ

  って公表される数値をいい、上記計算式においては、次回の第Ⅲ種優先配当算出基準日の前日までの各営業年

  度について適用される。ただし、第Ⅲ種優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を第Ⅲ種優先配

  当算出基準日とする。

  第Ⅲ種優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日（当日が銀行休業日の場合は直前営業日）

  ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート（ユーロ円LIBOR1

  年物（360日ベース））として英国銀行協会（ＢＢＡ）によって公表される数値またはこれに準ずると認められ

  るものを日本円TIBORに代えて用いるものとする。

  日本円TIBORまたはこれに代えて用いる数値は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。

 (ロ)優先中間配当金

  第Ⅲ種優先株主または第Ⅲ種優先登録質権者に対し、中間配当を行わない。

 (ハ)累積条項

  ある営業年度において第Ⅲ種優先株主または第Ⅲ種優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額が第Ⅲ種優

  先配当金の額に達しないときは、その不足額（以下「累積未払配当金」という。）は翌営業年度に限り2分の1

  を限度として累積するものとする。累積未払配当金については、第Ⅰ種、第Ⅱ種及び第Ⅲ種優先配当金並びに

  普通株主に対する利益配当金に先立って、第Ⅲ種優先株主または第Ⅲ種優先登録質権者に支払うこととする。

  ただし、平成18年3月末日を決算期とする営業年度までの間は、累積未払配当金は、翌営業年度に累積しないも

  のとする。

 (ニ) 非参加条項

  第Ⅲ種優先株主または第Ⅲ種優先登録質権者に対し、第Ⅲ種優先配当金を超えて配当は行わない。

(２)残余財産の分配

 当会社の残余財産を分配するときは、第Ⅲ種優先株主または第Ⅲ種優先登録質権者に対し、普通株主または普通

 登録質権者に先立ち、第Ⅲ種優先株式1株につき200円を支払う。

 第Ⅲ種優先株主または第Ⅲ種優先登録質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

(３)消却

 当会社は、いつでも第Ⅲ種優先株式を買い受け、これを株主に配当すべき利益をもって当該買受価額により消却

 することができる。

(４)議決権

 第Ⅲ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(５)新株引受権等

 当会社は、法令に定める場合を除き、第Ⅲ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。

 当会社は、第Ⅲ種優先株主または第Ⅲ種優先登録質権者には新株引受権または新株予約権もしくは新株予約権付

 社債の引受権を与えない。



(６)転換予約権

 (イ)転換を請求し得べき期間

  第Ⅲ種優先株式の転換を請求し得べき期間は、平成24年4月1日から平成39年3月31日までとする。

 (ロ)転換の条件

  第Ⅲ種優先株式は、1株につき下記(a)乃至(c)に定める転換価額により、当会社の普通株式に転換することがで

  きる。

  (ａ)当初転換価額

   当初転換価額は、平成24年4月1日における時価とする。ただし、当該価額が32円を下回る場合は32円とする。

   上記「時価」とは、平成24年4月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所におけ

   る当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値 （終値のない日数を除く。そ

   の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。）をいう。

  (ｂ)転換価額の修正

   転換価額は、平成25年4月1日から平成39年3月31日まで、毎年4月1日（以下それぞれ「転換価額修正日」とい

   う。）に、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期間」という。

   ）の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平

   均値（終値のない日を除く。）に修正される（修正後転換価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第

   2位を四捨五入する。なお、時価算定期間内に、下記(ｃ)で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当

   該平均値は、(ｃ)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。）。ただし、上記計算の結果、修正

   後転換価額が32円または当初転換価額の70%に相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位

   を四捨五入する。下記(ｃ)により調整される。）のいずれか高い金額を下回る場合には、当該いずれか高い

   金額をもって修正後転換価額とする。また、上記計算の結果、修正後転換価額が当初転換価額の150%に相当

   する金額（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下「上限転換価額」といい、

   下記(ｃ)により調整される。）を上回る場合には上限転換価額をもって修正後転換価額とする。

  (ｃ)転換価額の調整

   Ⅰ 第Ⅲ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式（以下「転換価

    額調整式」という。）により調整する。転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第2位まで

    算出し、その小数第2位を四捨五入する。

                                                       新規発行普通株式数×1株あたりの払込金額

                                      既発行普通株式数＋─────────────────────

                                                                       1株あたりの時価

      調整後転換価額＝調整前転換価額×───────────────────────────────

                                                    既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

    ⅰ 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分

     する場合を含む。）、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日があ

     る場合はその日の翌日以降これを適用する。

     処分される自己株式の数は転換価額調整式における「新規発行普通株式数」に算入される。

    ⅱ 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日の

     翌日以降これを適用する。

      ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割によ

     り普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総

     会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該配

     当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。

    ⅲ  転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に転換することができる株式または権

     利行使により発行される普通株式1株あたりの発行価額（ただし、当該発行価額は商法280条の20第4項ま

     たは同法341条の15第4項により算出される。なお、引用する商法の条項は平成15年3月10日時点のものと

     し、以下も同様とする。）が転換価額調整式に使用する時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新

     株予約権付社債を発行する場合、調整後の転換価額は、その証券（権利）の発行日に、または募集のた

     めの株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券（権利）の全額が転換または全ての新



     株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降これを適用

     する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株予約権の行使がなさ

     れた結果発行された株式数を上回る限りにおいて既発行の普通株式数に算入される（下記ⅳも同様とす

     る。）。

    ⅳ 普通株式に転換することができる株式または新株予約権を行使できる証券（権利）であって、転換価

     額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず後日一定の日（以下「価額決定日」という。

     ）の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額または権利行使に

     より発行される普通株式1株あたりの発行価額（ただし、当該発行価額は商法280条の20第4項または同法

     341条の15第4項により算出される。） が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合、調整後の転換価

     額は、当該価額決定日に残存する証券（権利）の全額が転換またはすべての新株予約権が行使されたも

     のとみなし、当該価額決定日の翌日以降でこれを適用する。

   Ⅱ 上記Ⅰに掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要と

    する場合には、取締役会が適当と判断する転換価額により変更される。

   Ⅲ 転換価額調整式に使用する1株あたりの時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、上記Ⅰⅱただし

    書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当

    会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、

    その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお上記45取引日の間に、Ⅰ

    またはⅡで定める転換価額の調整事由が生じた場合には、転換価額調整式で使用する時価（当該平均値）

    は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。

   Ⅳ 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額

    とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株

    主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数とす

    る。なお、既発行普通株式数からは処分される自己株式数を控除する。

   Ⅴ 転換価額調整式で使用する1株あたりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

    ⅰ Ⅰⅰの時価を下回る払込金額（または処分価額）をもって普通株式を発行（または自己株式を処分）

     する場合には、当該払込金額または処分価額（金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価

     額）。

    ⅱ Ⅰⅱの株式の分割により普通株式を発行する場合は0円。

    ⅲ Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって普通株式に転換またはⅠⅲで定める内容の新株予約権を行使できる

     証券（権利）を発行する場合は、当該転換価額または当該新株予約権の行使により発行される普通株式

     1株あたりの発行価額（ただし、当該発行価額は商法280条の20第4項または同法341条の15第4項により算

     出される。）。

    ⅳ Ⅰⅳの場合は、価格決定日に決定された転換価額または権利行使により発行される普通株式1株あたり

     の発行価額（ただし、当該発行価額は商法280条の20第4項または同法341条の15第4項により算出される。

     ）。

   Ⅵ 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、

    転換価額の調整はこれを行わない、ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額

    を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引

    いた額を使用する。

 (ハ)転換により発行すべき普通株式数

  第Ⅲ種優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。

   転換により発行      第Ⅲ種優先株主が転換請求のために提出した第Ⅲ種優先株式の発行価額の総額

     すべき普通株式数＝──────────────────────────────────────

                                                    転換価額

  発行すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。



 (ニ)転換の請求により発行する株式の内容

  当会社普通株式

 (ホ)転換請求受付場所

  東京都江東区東砂七丁目10番11号

  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

 (ヘ)転換効力の発生

  転換の効力は、転換請求書及び第Ⅲ種優先株券が前述(ホ)に記載する転換請求受付場所に到着したときに発生

  する。

 (ト)転換後第1回目の配当

  第Ⅲ種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金は、転換の請求

  または強制転換が4月1日から9月30日までになされたときには4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされ

  たときは10月1日にそれぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。

(７)強制転換

 転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった第Ⅲ種優先株式は、同期間の末日の翌日（以下「強制転換基準

 日」という。）以降に開催される取締役会で定める日をもって、第Ⅲ種優先株式1株の払込金相当額を強制転換基

 準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎

 日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。その計算は円位未満小数第2位まで算出し、そ

 の小数第2位を四捨五入する。）で除して得られる数の普通株式となる。

 ただし、この場合当該平均値が32円または当初転換価額の70%の価額のいずれか高い金額を下回るときは、第Ⅲ種

 優先株式1株の払込金相当額を当該いずれか高い金額で除して得られる数の普通株式となる。また、当該平均値が

 上限転換価額を上回るときは、第Ⅲ種優先株式１株の払込金相当額を当該上限転換価額で除して得られる数の普

 通株式となる。

 なお、上記の普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときには、商法に定める株式併合の場合に

 準じてこれを取扱う。

(８)優先順位

 発行する各種の優先株式の優先配当金の支払順位並びに残余財産の分配順位は、同順位とする。



 (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】      

   発行済株式 発行済株式 資本金 資本金 資本準備金 資本準備金
 年 月 日  総数増減数 総数残高 増減額 残高 増減額 残高
    (千株)  (千株) (百万円)  (百万円) (百万円) (百万円)

平成17年9月30日   ― 166,519     ― 14,743 ― 10,803  

 (４)【大株主の状況】

①【普通株式】

平成17年9月30日現在

 氏 名 又 は 名 称   住           所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

 

 株式会社みずほグローバル 東京都中央区八重洲一丁目２番１６号 4,116 4.50  

 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 3,242 3.54  

 
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社

東京都中央区晴海一丁目８番１１号 2,638 2.88  

 株式会社ＵＦＪ銀行 名古屋市中区錦三丁目２１番２４号 2,118 2.31  

 

バークレイズバンクピーエ
ルシーバークレイズキャピ
タルセキュリティーズエス
ビーエルピービーアカウン
ト

1 CHURCHILL PLACE,LONDON E14 
5HP,UNITED KINGDOM

1,917 2.09  

（常任代理人 スタンダード
チャータード銀行）

（東京都千代田区永田町二丁目１１番１号
山王パークタワー２１階）

  

 
日本マスタートラスト信託
銀行株式会社

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,798 1.96  

 三菱信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 1,623 1.77  

 株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目２６番１号 1,519 1.66  

 前田建設工業株式会社 東京都千代田区富士見二丁目10番26号 1,505 1.64  

 昭和電工株式会社 東京都港区芝大門一丁目１３番９号 1,306 1.43  

計 － 21,780 23.80  

（注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の

     所有株式数は、全て信託業務に係る株式数であります。

   ２．三菱信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は348千株であります。

   ３．株式会社みずほグローバルは、平成17年10月１日に株式会社みずほコーポレートとともに株

     式会社みずほコーポレート銀行と合併し、株式会社みずほコーポレート銀行となっておりま

     す。

   ４．三菱信託銀行株式会社は平成17年10月１日にＵＦＪ信託銀行株式会社と合併し、商号を三菱

     ＵＦＪ信託銀行株式会社に変更しております。

②【第Ⅰ種優先株式】

平成17年9月30日現在

 氏 名 又 は 名 称   住           所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

 

 株式会社ＵＦＪ銀行 名古屋市中区錦三丁目２１番２４号 9,953 49.76  

 中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目３３番１号 6,664 33.32  

 三菱信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 3,383 16.92  

計 － 20,000 100.00  



③【第Ⅱ種優先株式】

平成17年9月30日現在

 氏 名 又 は 名 称   住           所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

 

 株式会社みずほグローバル 東京都中央区八重洲一丁目２番１６号 19,886 79.54  

 株式会社ＵＦＪ銀行 名古屋市中区錦三丁目２１番２４号 2,545 10.18  

 中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目３３番１号 1,704 6.82  

 三菱信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 865 3.46  

計 － 25,000 100.00  

④【第Ⅲ種優先株式】

平成17年9月30日現在

 氏 名 又 は 名 称   住           所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

 

 株式会社みずほグローバル 東京都中央区八重洲一丁目２番１６号 30,000 100.00  

計 － 30,000 100.00  

(５)【議 決 権 の 状 況】

①【発行済株式】 平成17年9月30日現在

  区   分    株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 優先株式 74,998,500 －
「１(１)②発行済
株式」の注記に記載の
とおりであります。

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  115,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 90,937,500 181,630 －

単元未満株式
普通株式 466,138 － 一単元（500株）未満の

優先株式 1,500 － 株式

発行済株式総数       166,518,638 － －

総株主の議決権  － 181,630 －

（注）「完全議決権株式（その他）」には、証券保管振替機構名義の株式が、121,000株含まれておりま

   す。なお、「議決権の数」には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数242個が含まれて

   おりません。

②【自己株式等】 平成17年9月30日現在

所有者の氏名又は
名称

 所有者の住所   自己名義所有株式数(株)
他人名義所有
株式数(株)

計(株)

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合
(％)

 

当   社
東京都中央区京橋一
丁目５番８号

 115,000 － 115,000 0.13  

      計                 ―     115,000 － 115,000 0.13  

（注）このほか、株式名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,500株 

   （議決権の数３個）あります。なお、当該株式数は①「発行済株式」の「完全議決権株式（その

   他）」の中に含めており、議決権の数は含まれておりません。



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17年4月  ５月   ６月 ７月 ８月 ９月  

  最高（円）     583        505        436 403 438 498     

  最低（円）     474        388        393 367 357 403     

（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の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はあり

ません。



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）及び当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）

及び当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表について、

八重洲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 当中間連結会計期間末
前連結会計年度の   
要約連結貸借対照表

    （平成16年9月30日現在） （平成17年9月30日現在） （平成17年3月31日現在）

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    5,235 5,336  7,918  

2.受取手形及び売掛金 ※1  
※3

 32,740 32,323  35,496  

3.有価証券    160 70  120  

4.たな卸資産    32,203 37,705  33,623  

5.繰延税金資産    617 1,417  1,790  

6.その他   1,329 1,270  1,447  

7.貸倒引当金     △ 606 △730   △725  

 流動資産合計    71,678 44.1 77,391 46.6  79,669  47.5

Ⅱ 固  定  資  産     

 (1) 有 形 固 定 資 産        

 1. 建物及び構築物 ※1 46,348   44,559  44,262    

 減価償却累計額  31,029  15,319 29,760 14,799 29,348  14,914  

 2. 機械装置及び運搬具 ※1 130,332  130,896 129,869   

 減価償却累計額  106,928  23,405 107,584 23,312 106,853  23,017  

 3. 土 地 ※1      43,919 41,739   42,457  

 4. 建設仮勘定    952 1,219  946  

 5. その他  7,283  6,860 6,968   

 減価償却累計額  6,286  997 5,887 973 6,008  960  

 有形固定資産合計       84,592  82,042    82,293   

 (2) 無 形 固 定 資 産        

 1. 連結調整勘定   91 52  72  

 2. その他    594 497   482  

 無形固定資産合計   685 549  554  

 (3)投資その他の資産     

 1. 投資有価証券 ※1  3,308 4,411  3,750  

 2. 繰延税金資産   1,228 823  592  

 3. その他   2,312 2,114  2,201  

 4. 貸倒引当金   △ 1,187 △ 1,085  △ 1,181  

 投資その他の資産合計    5,662  6,262   5,364   

 固定資産合計    90,938 55.9 88,853 53.4  88,211  52.5

 資 産 合 計    162,616 100.0 166,244 100.0  167,880  100.0

                                               



                      前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末
前連結会計年度の   
要約連結貸借対照表

    （平成16年9月30日現在） （平成17年9月30日現在） （平成17年3月31日現在）

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    18,831 18,883  19,511  

2.短期借入金 ※1  67,022 51,231  52,374  

3.一年内期限の長期借入金 ※1  6,540 3,984  3,893  

4.未払法人税等    519 2,033  2,267  

5.未払消費税等    270 196  632  

6.賞与引当金   970 1,271  1,224  

7.その他   5,122 5,017  6,193  

 流 動 負 債 合 計    99,276 61.0 82,615 49.7  86,094  51.3

Ⅱ 固  定  負  債      

1.社債    220 220  220  

2.長期借入金 ※1  16,621 22,936  24,645  

3.繰延税金負債    10,125 10,000  9,538  

4.
再評価に係る繰延税金
負債

   1,809 2,334  1,809  

5.退職給付引当金    20,372 10,681  10,926  

6.その他    61 144  57  

 固定負債合計    49,208 30.3 46,315 27.8  47,195  28.1

 負債合計    148,483 91.3 128,930 77.5  133,289  79.4

（少数株主持分）      

 少数株主持分   384 0.2 470 0.3  437  0.3

（資 本 の 部）      

Ⅰ 資本金    12,736 7.8 14,743 8.9  14,743  8.8

Ⅱ 資本剰余金    8,809 5.4 10,803 6.5  10,803  6.4

Ⅲ 利益剰余金    △ 10,149 △6.2 6,674 4.0  5,220  3.1

Ⅳ 土地再評価差額金    1,788 1.1 3,392 2.0  2,545  1.5

Ⅴ その他有価証券評価差額金   594 0.4 1,269 0.8  866  0.5

Ⅵ 為替換算調整勘定   △ 22 △0.0 △ 10 △0.0  △0  △0.0

Ⅶ 自 己 株 式   △ 9 △0.0 △ 26 △0.0  △22  △0.0

 資 本 合 計    13,748 8.5 36,844 22.2  34,154  20.3

 
負債、少数株主持分及び
資 本 合 計

   162,616 100.0 166,244 100.0  167,880  100.0

                                              



②【中間連結損益計算書】

                      前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
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 (自 平成17年4月１日 (自 平成16年4月１日

      至 平成16年9月30日)   至 平成17年9月30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    73,959 100.0 75,947 100.0  158,144  100.0

Ⅱ 売 上 原 価    59,164 80.0 61,028 80.4  125,448  79.3

 売上総利益   14,795 20.0 14,919 19.6  32,697  20.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  5,990 8.1 6,733 8.8  12,881  8.1

 営業利益    8,805 11.9 8,186 10.8  19,816  12.5

Ⅳ 営 業 外 収 益      

1.受取利息   18  17 35   

2.受取配当金   24  31 39   

3.賃貸料   18  18 47   

4.その他   81  141 0.2 52 117 0.1 144  265  0.2

Ⅴ 営 業 外 費 用      

1.支払利息   899  949 1,805   

2.
シンジケートローン組成
費用

  －  － 361   

3.為替差損   330  305 375   

4.その他   158  1,387 1.9 217 1,471 1.9 324  2,865  1.8

 経  常  利  益    7,559 10.2 6,832 9.0  17,216  10.9

Ⅵ 特 別 利 益      

1.過年度損益修正益 ※4 －  281 －   

2.固定資産売却益 ※2 0  1 201   

3.投資有価証券売却益  －  － 126    

4.厚生年金基金解散益  －  － 9,306    

5.貸倒引当金取崩益  －  47 －    

6.その他  20  21 0.0 14 343 0.4 22  9,656  6.1

Ⅶ 特 別 損 失       

1.固定資産除却損   93  215 447   

2.固定資産売却損 ※3 220  5 759   

3.貸倒引当金繰入額  505    －  491     

4.減損損失 ※5 －  921 －    

5.独占禁止法違反課徴金   －  － 1,108    

6.その他   158  977 1.3 85 1,226 1.6 715  3,520  2.2

 
税金等調整前中間（
当期)純利益

  6,603 8.9 5,949 7.8  23,352  14.8

 
法人税、住民税及び
事業税

 418    2,073  2,307     

 法人税等調整額  △ 264  155 0.2 329 2,402 3.2 △1,576  730  0.5

 少数株主利益    22 0.0 42 0.0  70  0.0

 中 間(当期) 純利益    6,426 8.7 3,504 4.6  22,551  14.3

                                     



③【中間連結剰余金計算書】

                          前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
前連結会計年度の  
要約連結剰余金計算書

   (自 平成16年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 (自 平成16年 4月 1日 

    至 平成16年 9月30日)  至 平成17年 9月30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   8,809 10,803  8,809

Ⅱ 資本剰余金増加高     

 増資による新株発行   － － － － 1,994 1,994

Ⅲ 資本剰余金減少高           － －      －

Ⅳ
資本剰余金中間期末（期末）
残高

 8,809 10,803  10,803

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △ 16,575 5,220  △ 16,575

Ⅱ 利益剰余金増加高    

1.中間（当期）純利益   6,426 3,504 22,551  

2.土地再評価差額金取崩額   －  6,426 △ 1,384 2,120 △ 757  21,795

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 配当金  －  － 667 667 －  －

Ⅳ
利益剰余金中間期末（期末）
残高

 △ 10,149 6,674  5,220

                                               

     



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 当中間連結会計期間

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 (自 平成17年4月 1日 (自 平成16年4月 1日 

   至 平成16年9月30日)  至 平成17年9月30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  

 税金等調整前中間（当期）純利益  6,603 5,949 23,352

 減価償却費  2,051 2,016 4,206

 減損損失  － 921 －

 連結調整勘定償却額  20 20 39

 退職給付引当金の増加額又は減少額（△）  164 △246 1,576

 過年度損益修正益（益：△）  － △281 －

 受取利息及び受取配当金  △42 △48 △74

 支払利息  899 949 1,805

 投資有価証券評価損  － 20 2

 投資有価証券売却損益（売却益：△）  － － △126

 固定資産売却損益（売却益：△）  220 4 558

 固定資産除却損  93 168 357

 厚生年金基金解散益（益：△）  － － △9,306

 独占禁止法違反課徴金  － － 1,108

 売上債権の増減額（増加：△）  △191 3,172 △2,946

 たな卸資産の増減額（増加：△)  △4,438 △3,840 △5,858

 仕入債務の増減額(減少：△)  641 △567 1,321

 前受金の増加額又は減少額（△）  － △843 76

 特別退職金  － － 6

 その他  64 △252 1,194

   小   計       6,082 7,143 17,288

 利息及び配当金の受取額   43 48 74

 利息の支払額   △890 △1,066 △1,665

 厚生年金基金解散特別掛金の支払額   － － △1,551

 特別退職金の支払額   － － △6

 独占禁止法違反課徴金の支払額   － △1,108 －

 法人税等の支払額   △341 △2,185 △707

  営業活動によるキャッシュ・フロー      4,894 2,832 13,433



                                 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

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 (自 平成17年4月 1日 (自 平成16年4月 1日 

   至 平成16年9月30日)  至 平成17年9月30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)

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  △12 △12 △89

 定期預金の払戻による収入  66 25 132

 有価証券の取得による支出  △0 － －

 有形・無形固定資産の取得による支出  △1,836 △2,035 △3,745

 有形・無形固定資産の売却による収入  88 8 1,212

 投資有価証券の取得による支出  △0 △6 △2

 投資有価証券の売却による収入  50 － 193

 その他    △172 3 △162

  投資活動によるキャッシュ・フロー      △1,816 △2,016 △2,460

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純減少額（△)  △2,121 △1,143 △16,769

 長期借入金による収入  － 369 9,545

 長期借入金の返済による支出  △336 △1,987 △4,504

 社債発行による収入  － － 4,000

 配当金の支払額  － △660 －

 その他  △3 △5 △16

  財務活動によるキャッシュ・フロー      △2,460 △3,426 △7,744

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額      △28 △9 △7

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額（減少：△)      590 △2,619 3,222

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高      4,688 7,910 4,688

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高    5,278 5,291 7,910

                                               

次へ



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 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

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

（イ）連結子会社の数 １２社 （イ）連結子会社の数 １２社 （イ）連結子会社の数 １２社

   主要な連結子会社名  ㈱YAKIN川崎  同左     連結子会社は、「第１ 企業の概

 、㈱YAKIN大江山、ナストーア㈱、ナ  況４．関係会社の状況」記載してい

 ス物産㈱、ナス鋼帯㈱、ナスクリエー  るため省略しております。

 ト㈱、ナスエンジニアリング㈱、カヤ

 興産㈱、宮津港運㈱、NAS TOA(THAIL

 AND)CO.,LTD.、クリーンメタル㈱、

 ナスビジネスサービス㈱

  

（ロ）主要な非連結子会社の数 （ロ）主要な非連結子会社の数 （ロ）主要な非連結子会社の数 

 主要な非連結子会社はありません。  同左   同左  

  

（ハ）非連結子会社について連結の範 （ハ）非連結子会社について連結の範 （ハ）非連結子会社について連結の範

   囲から除いた理由    囲から除いた理由    囲から除いた理由

  非連結子会社６社はいずれも小規模   同左    非連結子会社６社の資産、売上

 であり、合計の総資産、売上高、中間   高、当期純損益（持分に見合う額）

 純損益（持分に見合う額）及び利益剰   及び利益剰余金（持分に見合う額）

 余金（持分に見合う額）等は、いずれ   等は、 いずれもそれぞれ小規模であ

 も中間連結財務諸表に重要な影響を及   り、全体として連結財務諸表に重要

 ぼしていないため、連結の範囲に含め   な影響を及ぼしていないため、連結

 ておりません。    の範囲に含めておりません。

  

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

   非連結子会社６社及び関連会社３社 （イ)当中間連結会計期間において持 （イ)当連結会計年度において持分法

 は、それぞれ中間純損益及び利益剰余  分法適用会社はありません。  適用会社はありません。

 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 （ロ)適用外の非連結子会社６社及び （ロ)適用外の非連結子会社６社及び

 法を適用しておりません。  関連会社３社は、それぞれ中間純損  関連会社３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  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  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お  要性がないため持分法を適用してお

   りません。  りません。

   

３．連結子会社の中間決算日等に関 ３．連結子会社の中間決算日等に関 ３．連結子会社の決算日等に関

する事項 する事項 する事項

  連結子会社の中間決算日が中間連結  同左  連結子会社の決算日が連結決算日と

 決算日と異なる会社は次のとおりであ  異なる会社は次のとおりであります。

 ります。   

会社名 中間決算日 会社名 決算日

 クリーンメタル㈱    8月31日  クリーンメタル㈱     2月28日

 ナスビジネスサービス㈱ 7月31日  ナスビジネスサービス㈱  1月31日

 NAS TOA(THAILAND)CO.,LTD.  NAS TOA(THAILAND)CO.,LTD. 

             8月31日               2月28日

  中間連結財務諸表の作成に当たって    連結財務諸表の作成に当たって

 は、同中間決算日現在の中間財務諸表   は、同決算日現在の財務諸表を使用

 を使用しております。なお、中間連結   しております。なお、連結決算日と

 決算日との間に生じた重要な取引につ   の間に生じた重要な取引については

 いては連結上必要な調整を行っており   連結上必要な調整を行っておりま

 ます。   す。 

                             

                                                      



前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 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)重要な資産の評価基準及び評価方法 1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法 ①有価証券の評価基準及び評価方法 ①有価証券の評価基準及び評価方法

  その他有価証券   その他有価証券   その他有価証券

  時価のあるもの   時価のあるもの   時価のあるもの

  …主として中間決算日の市場価格等  同左   …主として決算日の市場価格等に基

   に基づく時価法（評価差額は全部    づく時価法（評価差額は全部資本

  資本直入法により処理し、売却原   直入法により処理し、売却原価は

  価は主として移動平均法により算   主として移動平均法により算定し

  定しております。）   ております。）

  時価のないもの   時価のないもの   時価のないもの

  …主として移動平均法による原価法  同左  同左

②たな卸資産の評価基準及び評価方法 ②たな卸資産の評価基準及び評価方法 ②たな卸資産の評価基準及び評価方法

 主として移動平均法による原価法  同左  同左

  

2)重要な減価償却資産の減価償却の方 2)重要な減価償却資産の減価償却の方 2)重要な減価償却資産の減価償却の方

  法    法   法

①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産

   主として定額法を採用しておりま 同左 同左

 す。なお、主な耐用年数は以下のとお

 りであります。

 建物及び構築物 ８～50年  

 機械装置及び運搬具 ７～15年  

  

②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

   定額法を採用しております。なお、  同左 同左

 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に基づく定  

 額法を採用しております。  

 

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

①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金

   主として、売上債権、貸付金等の貸  同左 同左

 倒損失に備えるため、一般債権につい

 ては貸倒実績率等により、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  ②賞与引当金 ②賞与引当金

   主として従業員の賞与に充てるため 同左 同左

 支給見込額に基づき算定しておりま

 す。

   

                                                      



前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

③退職給付引当金  ③退職給付引当金 ③退職給付引当金

   主として従業員の退職給付に備える    主として従業員の退職給付に備え    主として従業員の退職給付に備え

 ため、当連結会計年度末における退職  るため、当連結会計年度末における  るため、当連結会計年度末における

 給付債務及び年金資産見込額に基づき  退職給付債務の見込額に基づき、当  退職給付債務の見込額に基づき、当

 当中間連結会計期間末において発生し  中間連結会計期間末において発生し  連結会計年度末において発生してい

 ていると認められる額を計上しており  ていると認められる額を計上してお  ると認められる額を計上しておりま

 ます。  ります。  す。

  過去勤務債務は、その発生年度にお   過去勤務債務及び数理計算上の差   過去勤務債務及び数理計算上の差

 いて一括償却しております。  異は、その発生年度において一括償  異は、その発生年度において一括償

  数理計算上の差異は、その発生時の  却しております。  却しております。

 従業員の平均残存勤務期間以内の一定 (追加情報）  

 の年数（10年）による定額法による按   当社グループは数理計算上の差異  

 分額をそれぞれ翌連結会計年度から費  の費用処理方法について、前連結会  

 用処理することとしております。  計年度の下期より、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期

  から費用処理する従来の方法から、

  発生した各期において一括して費用

  処理する方法に変更致しました。

   この変更の理由は、平成17年３月

  25日付の日本冶金工業連合厚生年金

  基金解散により、将来の数理計算上

  の差異発生額が著しく低減されるも

  のと予想され、この変更が財務体質

  の健全性維持の観点からも望ましい

  と判断したことによるものでありま

  す。

   この変更により、前中間連結会計

  期間において、変更後の方法によっ

  た場合に比べ、税金等調整前中間純

  利益が322百万円多く計上されてお

  ります。

 

4) リース取引の処理方法 4) リース取引の処理方法 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 同左 同左

 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、主として

 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

 会計処理によっております。

  

5) 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

①ヘッジ会計の方法 ①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を採用し    原則として繰延ヘッジ処理を採用 同左

 ております。なお為替予約については  しております。なお為替予約につい  

 振当処理の要件を満たしている場合は  ては振当処理の要件を満たしている  

 振当処理を採用しており、金利スワッ  場合は振当処理を採用しており、金  

 プ取引については特例処理の要件を満  利スワップ取引については特例処理  

 たしているため、特例処理を適用して  の要件を満たしている場合は、特例  

 おります。  処理を適用しております。  

   

                                                



前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段 ヘッジ対象  a.ヘッジ手段…為替予約取引、為替 同左

 商品デリバティブ取引 原材料及び買掛金              オプション取引、通

 為替予約取引 外貨建取引及び                貨スワップ取引

 為替オプション取引 外貨建予定取引等   ヘッジ対象…外貨建取引及び外貨

 金利スワップ取引 借入金                建予定取引等

  b.ヘッジ手段…商品デリバティブ取

                引

    ヘッジ対象…原材料及び買掛金

  c.ヘッジ手段…金利スワップ取引

    ヘッジ対象…借入金
  
③ヘッジ方針  ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針

   当社の社内規程である「ヘッジ取 同左 同左

 引規程」に基づき、資産の価値変動、

 為替変動及び負債の金利変動ほか、各  

 種相場の変動による損失の可能性（リ  

 スク）を減殺することを目的にヘッジ  

 取引を行っております。  

  また連結子会社につきましても概ね

 当社と同様であります。

  
④ヘッジの有効性評価の方法 ④ヘッジの有効性評価の方法 ④ヘッジの有効性評価の方法

   ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変 同左 同左

 動の累計または相場変動とヘッジ手段

 のキャッシュ・フロー変動の累計また

 は相場変動を半期毎に比較し、両者の

 変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性

 を評価しております。ただし、特例処

 理によっている金利スワップについて

 は有効性の評価を省略しております。

  

6) その他中間連結財務諸表作成のため 6) その他中間連結財務諸表作成のた 6) その他連結財務諸表作成のための

   の基本となる重要な事項    めの基本となる重要な事項    基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理 ①消費税等の会計処理 ①消費税等の会計処理

  税抜方式を採用しております。 同左 同左

②連結納税制度の適用 ②連結納税制度の適用 ②連結納税制度の適用

 連結納税制度を適用しております。 同左 同左

  

５．中間連結キャッシュ・フロー ５．中間連結キャッシュ・フロー ５．連結キャッシュ・フロー

  計算書における資金の範囲   計算書における資金の範囲   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 同左  連結キャッシュ・フロー計算書にお

 おける資金（現金及び現金同等物）は  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  手許現金、随時引き出し可能な預金

 び容易に換金可能であり、かつ価値の  及び容易に換金可能であり、かつ価

 変動について僅少なリスクしか負わな  値の変動について僅少なリスクしか

 い取得日から３ヶ月以内に償還期限の  負わない取得日から３ヶ月以内に償

 到来する短期投資からなっておりま  還期限の到来する短期投資からなっ

 す。  ております。

                                                



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更             
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

 （固定資産の減損に係る会計基準） 3)重要な引当金の計上基準

   当中間連結会計期間より、固定資 ③退職給付引当金

  産の減損に係る会計基準（「固定資   当社グループは数理計算上の差異

  産の減損に係る会計基準の設定に関  の費用処理方法について、発生時の

  する意見書」（企業会計審議会 平  従業員の平均残存勤務期間以内の一

  成14年８月９日））及び「固定資産  定の年数（10年）による定額法によ

   の減損に係る会計基準の適用指針」  り翌期から費用処理する従来の方法

 （企業会計基準適用指針第6号 平  から発生した各期において一括して

  成15年10月31日）を適用しておりま  費用処理する方法に変更致しまし

  す。これにより税金等調整前中間純  た。この変更は以下の理由によるも

  利益は921百万円減少しております。  のであります。

   なお、減損損失累計額については   当社及びその関連企業等を母体と

──────  改正後の中間連結財務諸表規則に基  する日本冶金工業連合厚生年金基金

  づき各資産の金額から直接控除して  は、平成17年3月25日付で厚生労働

  おります。  省より解散認可を受け、同日をもっ

   て解散いたしました。これに伴い、

   退職給付債務額が大幅に減少し、将

   来の数理計算上の差異発生要因が限

   定され、その発生額は著しく低減さ

   れるものと予想されますので、当該

   会計処理の変更を行うことにより、

   当社グループの財政状態を連結財務

   諸表により適切に反映することがで

   き、財務体質の健全性維持の観点か

   らも望ましいと判断し、実施いたし

   ました。

    この変更により、従来の方法と比

   較して、営業利益並びに経常利益は

   871百万円減少し、税金等調整前当

   期純利益は1,213百万円減少してお

   ります。

                                                

表示方法の変更             
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)

           （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

  シュ・フロー」の「その他」に含めていました「前受金

  の増加額又は減少額」は重要性が増加したため、当中間

──────  連結会計期間より区分掲記することとしました。なお、

  前中間連結会計期間の「営業活動によるキャシュ・フロ

  ー」の「その他」に含まれる「前受金の増加額又は減少

  額」は△76百万円であります。

                                                

次へ



追加情報

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

１．中期経営再建計画      １．日本冶金工業連合厚生年金基金

Ⅰ．中期経営再建計画の骨子   の解散について

  （計画期間：平成14年10月～平成  

   18年3月）   当社及びその関連企業等を母体と

 (1)中期経営再建計画の目的と施策   する日本冶金工業連合厚生年金基金

  ①安定的な収益基盤を構築するた  は、平成17年3月25日付で厚生労働省

   めの事業再構築  より解散認可を受け、同日をもって

  ②強固な財務体質構築のための財  解散いたしました。  

   務リストラ   

 (2)事業の再構築の内容   ＜解散の理由及び内容＞

  ①生産・販売体制の再構築   同連合厚生年金基金は、昭和61年

  ・川崎製造所・大江山製造所の分  4月に当社並びに関係会社の計16社

   社化(平成15年４月実施済)  で設立し、当初は規模・財政ともに

  ②さらなる経営効率化及びコスト  安定的に推移してまいりました。し

   削減  かし、加盟企業を取り巻く経営環境

  ・人員削減  が年々厳しさを増す中で一部企業脱

   （平成16年3月末 125名減   退等もあり、加入員数が大幅に減少

    計画：140名）   する一方、受給者は増加の一途を辿

  ・本社機能移転：株式会社ＹＡＫ   り、成熟度が急速に高まりました。

   ＩＮ川崎内へ   他方、長期化する低金利政策等の影

   （平成15年11月実施済）   響で、年金資産の運用環境が悪化

  ③得意分野への選択と集中 ──────  し、予定利回りの確保が困難となり

  ・経営資源を得意分野で収益性の  ました結果、大幅な不足金が生じ、

   高い高機能材・高付加価値材へ  基金財政が過度に悪化しました。今

   集中（平成18年３月期の売上高  後も基金財政が回復することは困難

   比率４０％以上目標）  と見込まれ、このまま基金を維持し

  ・本業への経営資源の集中：ステ  ていくことは掛金の増大を招き、加

   ンレス・特殊鋼事業と関連性の  盟企業にとりましても過大な経営負

   薄い事業について関係会社も含め  担になると判断し、加入員の理解と

   見直し  同意を得て、厚生労働省に対し同基

  （平成15年３月ナスステンレス  金解散の申請を行い認可されたもの

   株式会社株式の全てを売却）  です。

  （平成15年11月 日本精線株式  

   会社株式の一部を売却）  ＜連結財務諸表に与える影響＞

  ④事業提携：ＪＦＥスチール株式   上記解散により当連結会計年度末

   会社との包括提携  における退職給付債務の見込額が減

   （平成14年７月発表済）  少し、退職給付引当金を取り崩すこ

 (3)抜本的財務リストラの内容  ととなります。当該取崩額9,306百  

  ①企業再生のための徹底的な損失  万円は、特別利益（厚生年金基金解

   処理（平成15年３月までに実施済）  散益）として連結損益計算書に計上

  ②遊休資産の売却と有利子負債の  しております。  

   大幅削減  

   （平成14年３月末 969億円  

    →平成18年３月末 590億円）   

                                                

           



前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

 (4)株主並びに取引金融機関へのお   

  願い事項   

  ・７５％の減資及び２株を１株に

   する株式併合   

  （平成15年２月実施済）   
  ・「私的整理に関するガイドライ   
   ン」に基づく債務免除及び債務   
   の株式化（平成15年３月実施済）   
Ⅱ．中期経営再建計画の進捗状況  

 (1)収益計画並びに有利子負債圧縮計  

  画  

  

 （単位：億円）  

          平成15年3月期  

          計画 実績  

 売上高 754 773  

 売上利益 97 93  

 営業利益 25 26  

 経常利益 2 5  

 当期純利益 △491 △498  

 有利子負債 725 730  

 圧縮額（△） △244 △239 ────── ──────

  

 （単位：億円）  

          平成16年3月期  

          計画 実績  

 売上高 779 870  

 売上利益 132 123  

 営業利益 64 58  

 経常利益 43 46  

 当期純利益 40 52  

 有利子負債 678 681  

 圧縮額（△） △46 △49  

  

 （単位：億円）  

          平成17年3月期  
   計画 実績 上半期  
           見込 実績  
 売上高 778 1,180 559  
 売上利益 132 205 107  
 営業利益 67 137 74  

 経常利益 48 120 65  

 当期純利益 45 98 62  

 有利子負債 642 642 663  

 圧縮額（△） △36 △39 △19  

                                                



前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

 （単位：億円）  

          平成18  

   年3月期  

          計画   

 売上高 774  

 売上利益 131  

 営業利益 67  

 経常利益 49  

 当期純利益 46  

 有利子負債 590  

 圧縮額（△） △51  

注1 比較可能性確保のため、平成15年  

  ３月期については当社単独ベー  

  ス、平成16年３月期以降について  

  は、当社、株式会社ＹＡＫＩＮ川  

  崎、株式会社ＹＡＫＩＮ大江山の  

  ３社連結ベースで記載しておりま  

  す。  

 2 平成15年３月期におきましては、  

  中期経営再建計画遂行の結果生じ  

  た損失を「構造改革による損失」  

  として特別損失に一括計上してお  

  ります。  

 ────── ──────

  平成15年３月期におきましては、  

 販売量の増加やコストダウン効果等  

 により、経常利益ベースでは計画値  

 を上回る業績を確保いたしました。  

 当期純利益ベースでの差異は、本業  

 と関連性の薄い関係会社の抜本処理  

 として実施した、ナスステンレス株  

 式会社の株式売却に伴う損失が、計  

 画比拡大したこと等によるものであ  

 ります。  

  平成１６年３月期におきまして  

 は、ニッケルを中心とした原料価格  

 上昇がコストアップ要因となりまし  

 たが、製品価格の是正努力や原料費  

 以外のコスト削減活動が一定の成果  

 をあげたことから、経常利益ベース  

 で前期に引き続き計画値を上回りま  

 した。当期純利益ベースでの改善  

 は、約１０億円の投資有価証券売却  

 益計上等に伴うものであります。こ  

 れらにより、有利子負債圧縮額は単  

 年度計画値を上回る結果となりまし  

 た。  

            



前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

  平成１７年３月期上半期におきま  

 しては、ニッケル価格の高止まり状  
 態継続に加え、クロム等他の諸原料  
 価格も上昇傾向が顕著となり、コス  
 ト上昇圧力はさらに高まりました。  
 しかしながら、国内外市場における  
 堅調な需要に支えられ製品価格の是  
 正も進展したこと、また、効率的生  
 産によるさらなるコストダウン活  
 動、高位安定操業の維持、技術型営  
 業の推進などに注力し、特に高機能  
 材の拡販に大きな成果を収めたこと  
 などから、経常利益・当期純利益と  
 も、計画値を大幅に上回る業績をあ  
 げることができました。  
   下半期につきましては、近時の原  
 油価格の高騰、引き続き上昇基調に  
 ある諸原料価格や外国為替相場の動  
 向など、平成１７年３月期の上記収  
 益計画達成に影響を与える可能性の  
 ある懸念材料がありますが、当社と  
 いたしましては、これまで推し進め  
 てきた諸施策を引き続き強化するこ  
 とにより、上記計画の達成は十分可  
 能であると考えております。  

 (2)株式会社ＹＡＫＩＮ川崎・株式 ────── ──────

  会社ＹＡＫＩＮ大江山の設立に   

  ついて   

  平成１５年１月２３日開催の臨時

 株主総会において承認された分割計  

 画書に基づき、当社川崎製造所・大  

 江山製造所の分社を平成１５年４月  

 １日付で実施いたしました。なお、  

 本件は当社中期経営再建計画中、事  

 業の再構築のための施策の一つとし  

 て盛り込んだものであります。  

  会社分割後の当社及び各新設会社  

 の資産の額、負債の額、並びに純資  

 産額は下記の通りであります。  

  

 会社分割前（平成15年３月31日時点）  

 （単位：百万円）  

          資産額 負債額 純資産額  

 当社 120,184 112,475 7,709  

  

 会社分割後（平成15年４月１日時点）  

 （単位：百万円）  

          資産額 負債額 純資産額  

 当社 77,455 69,746 7,709  

 ㈱YAKIN川崎 52,859 39,270 13,589  

 ㈱YAKIN大江山 7,963 3,459 4,505  

                                          

次へ



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 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

(平成16年9月30日現在) (平成17年9月30日現在) (平成17年3月31日現在)

※１ 担保提供資産及び対応債務 ※１ 担保提供資産及び対応債務 ※１ 担保提供資産及び対応債務

 担保提供資産 対応債務  担保提供資産 対応債務 担保提供資産 対応債務

 （内訳） 一年内期限の  （内訳） 一年内期限の （内訳） 一年内期限の

 建物及び構築物   長期借入金  建物及び構築物   長期借入金 建物及び構築物   長期借入金

  8,341百万円 6,473百万円   7,185百万円 3,980百万円 7,858百万円 3,859百万円

   (7,820) 〃 長期借入金    (6,918) 〃 長期借入金   (7,582) 〃 長期借入金

 機械装置及び運搬具 16,621 〃   機械装置及び運搬具 22,936 〃 機械装置及び運搬具 24,645 〃  

 19,781 〃 短期借入金  16,432 〃 短期借入金 19,580 〃 短期借入金

  (19,781) 〃 57,615 〃    (16,432) 〃 36,706 〃  (19,580) 〃 36,333 〃  

 土地 割引手形  土地 割引手形 土地 割引手形

 39,081 〃 1,571 〃   35,525 〃 1,639 〃 35,531 〃 2,387 〃  

  (35,432) 〃    (34,840) 〃   (34,840) 〃  

 有形固定資産計   有形固定資産計 有形固定資産計   

 67,203 〃    59,143 〃 62,969 〃  

  (63,032) 〃     (58,190) 〃   (62,001) 〃  

 上記のうち（ ）   上記のうち（ ） 上記のうち（ ）  

 内書は財団抵当   内書は財団抵当 内書は財団抵当  

 であります。     であります。  であります。  

 受取手形    受取手形   受取手形  

 3,339 〃      2,910 〃  2,848 〃   

   (2,605) 〃       (2,535) 〃     (2,132) 〃  

 上記のうち（ ）    上記のうち（ ）   上記のうち（ ）  

 内書は債権流動    内書は債権流動   内書は債権流動  

 化に伴う信託受    化に伴う信託受   化に伴う信託受  

 益権であります。    益権であります。   益権であります。  

 投資有価証券    投資有価証券  投資有価証券  

 199  〃          106  〃   80 〃       

   計   計     計   計   計   計  

 70,741  〃  82,280  〃    62,158  〃 65,261 〃  65,897 〃 67,224  〃   

     

２ 偶発債務 ２ 偶発債務 ２ 偶発債務  

 内 容 被保証者 金    額  内 容 被保証者 金    額 内 容 被保証者 金    額

 銀行支 従業員 365百万円  銀行支 従業員 309百万円 銀行支 従業員 340百万円

 払保証    払保証 払保証   

       計  365   〃        計 309   〃 計  340   〃

   

※３ 受取手形割引高及び裏書譲渡高 ※３ 受取手形割引高及び裏書譲渡高 ※３ 受取手形割引高及び裏書譲渡高

 この他 受取手形割引高 2,261百万円  この他 受取手形割引高 2,242百万円 この他 受取手形割引高 2,859百万円

   〃     〃  裏書譲渡高 301百万円    〃     〃  裏書譲渡高 606百万円   〃    〃  裏書譲渡高 285百万円

                                                 



（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち ※１ 販売費及び一般管理費のうち ※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     主要な費目及び金額は次のと     主要な費目及び金額は次のと

      おりであります。       おりであります。       おりであります。  

 運送費及び保管料 1,349百万円 運送費及び保管料 1,374百万円 運送費及び保管料 2,832百万円

 給料賞与等 1,282   〃 給料賞与等 1,423   〃 給料賞与等 2,887   〃  

 賞与引当金繰入額 285   〃 賞与引当金繰入額 377   〃 賞与引当金繰入額 342   〃  

 退職給付費用 340   〃 退職給付費用 162   〃 退職給付費用 1,127   〃  

 連結調整勘定償却額 20   〃 研究試験開発費 739   〃 連結調整勘定償却額 39   〃  

 連結調整勘定償却額 20   〃  

  

※２ 内   訳 ※２ 内   訳 ※２ 内   訳  

 土地 －百万円 土地 －百万円 土地 16百万円

 その他無形固定資産等 0   〃 その他無形固定資産等 1   〃 建物その他 186   〃  

  

  

※３ 内   訳 ※３ 内   訳 ※３ 内   訳  

 土地 218百万円 土地 －百万円 土地 759百万円

 その他 2   〃 その他 5   〃 機械装置等 0   〃  

  

 ※４ 過年度損益修正益の内訳  

──────   過年度損益修正益は主に過年度に ──────

  おける連結子会社の売上原価等を修  

  正したものであります。  

 

 ※５ 減損損失

   当社グループは当中間連結会計期

  間において、一部の遊休資産につき

  減損損失921百万円を計上しており

  ます。その内訳は、主に千葉県内所

  在の遊休土地等であり、近年の地価

  下落に伴い、当該資産の時価が帳簿

  価額に対し著しく下落していること

  によるものであります。

   なお、当社グループにおきまして

──────  は、減損の兆候を判定するにあたっ ──────

  ては、原則として、事業用資産及び

  遊休資産に分類し、事業用資産につ

  いては各事業所単位、遊休資産につ

  いては個別物件単位でグルーピング

  を実施しております。また、遊休資

  産の回収可能価額については正味売

  却価額により測定しており、その際

  使用する時価の算定は、固定資産税

  評価額に合理的な調整を加え実施し

  ております。

                                                 



（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 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

   現金及び現金同等物の中間期末残   現金及び現金同等物の中間期末残 １．現金及び現金同等物の期末残高と

 高と中間連結貸借対照表に掲記され 高と中間連結貸借対照表に掲記され   連結貸借対照表に掲記されている

 ている科目の金額との関係  ている科目の金額との関係   科目の金額との関係

 （平成16年９月30日現在）  （平成17年９月30日現在） （平成17年３月31日現在）  

   

 現金及び預金勘定 5,235百万円 現金及び預金勘定 5,336百万円  現金及び預金勘定 7,918百万円

 預入期間が３ヶ月 △ 97 〃  預入期間が３ヶ月 △ 95 〃  預入期間が３ヶ月 △ 108 〃  

 を超える定期預金  を超える定期預金 を超える定期預金  

 取得日から３ヶ月 140 〃  取得日から３ヶ月 50 〃 取得日から３ヶ月 100 〃  

 以内に償還期限の  以内に償還期限の 以内に償還期限の  

 到来する短期投資  到来する短期投資 到来する短期投資  

 （有価証券）              （有価証券）        （有価証券）            

 現金及び現金同等物 5,278 〃  現金及び現金同等物 5,291 〃 現金及び現金同等物 7,910 〃  

   

  ２．重要な非資金取引の内容

    無担保転換社債型新株予約権付社

   債に付された新株予約権の行使

────── ──────   新株予約権の行使による資本金の

    増加 2,006百万円

    新株予約権の行使による資本準備

    金の増加 1,994百万円

               

次へ



（リース取引関係）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

１．リース物件の所有権が借主に移転 １．リース物件の所有権が借主に移転 １．リース物件の所有権が借主に移転

 すると認められるもの以外のファイ  すると認められるもの以外のファイ  すると認められるもの以外のファイ

 ナンスリース取引（借主側）  ナンスリース取引（借主側）  ナンスリース取引（借主側）

   

 1)リース物件の取得価額相当額、減  1)リース物件の取得価額相当額、減 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  価償却累計額相当額及び中間期末残 価償却累計額相当額及び期末残高相

 高相当額  高相当額 当額  

 （単位：百万円）  （単位：百万円） （単位：百万円）  

          取得価 減価償 中間期           取得価 減価償 中間期 取得価 減価償 期末残  

   額相当 却累計 末残高    額相当 却累計 末残高 額相当 却累計 高相当  

   額 額相当 相当額    額 額相当 相当額 額 額相当 額  

              額                    額            額       

 (有形固定資産）     (有形固定資産） (有形固定資産）     

 機械装置及 462 305 156  機械装置及 927 362 565 機械装置及 700 370 330  

 び運搬具     び運搬具 び運搬具     

 その他   924 488 436  その他   1,183 568 615 その他 1,003 586 417  

 (無形固定資産）     (無形固定資産） (無形固定資産）     

 その他 190 129 61  その他 151 101 50 その他 189 140 49  

 合計 1,576 923 653  合計 2,261 1,031 1,230 合計 1,892 1,096 796  

 （注）取得価額相当額は、未経過リ  （注）同左  （注）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   ース料期末残高が有形固定資産の期

 の中間期末残高等に占める割合が低   末残高等に占める割合が低いため、

 いため支払利子込み法により算定し   支払利子込み法により算定しており

 ております。   ます。  

   

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

 額（百万円）  額等  （百万円）  

 一年内 268  未経過リース料中間期末残高相当 一年内 284  

 一年超  385  額（百万円） 一年超  512  

 合計 653  一年内 371 合計 796  

 （注）未経過リース料中間期末残高  一年超  859  （注）未経過リース料期末残高相当

 相当額は、未経過リース料中間期末  合計 1,230  額は、未経過リース料期末残高が有

 残高が有形固定資産の中間期末残高  （注）同左  形固定資産の期末残高等に占める割

 等に占める割合が低いため、支払利   合が低いため、支払利子込み法によ

 子込み法により算定しております。   り算定しております。

   

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

 額（百万円）  額（百万円） 額（百万円）  

 （１）支払リース料 143  （１）支払リース料 200  （１）支払リース料 319  

 （２）減価償却費相当額 143  （２）減価償却費相当額 200 （２）減価償却費相当額 319  

   

 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  同左 同左  

 価額を零とする定額法によっており    

 ます。   

   

 （減損損失について）  

   リース資産に配分された減損損失  

──────  はありませんので、項目等の記載は ──────
  省略しております。  

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

   

────── ────── ──────
    

                                                      



（有価証券関係）

前中間連結会計期間（平成16年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額

（１）株式 1,332百万円 2,379百万円 1,047百万円

（２）債券等   65  〃      82  〃 17  〃   
      計 1,396  〃 2,461  〃 1,065  〃

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 367百万円

非上場外国株式 106百万円

当中間連結会計期間（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額

（１）株式 1,387百万円 3,548百万円 2,161百万円

（２）債券等   65  〃      98  〃 34  〃   
      計 1,452  〃 3,647  〃 2,195  〃

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 353百万円

非上場外国株式 58百万円

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

（１）株式 1,380百万円 2,836百万円 1,456百万円

（２）債券等   65  〃      88  〃 23  〃   
計 1,445  〃 2,924  〃 1,479  〃

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 395百万円

非上場外国株式 57百万円



（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（平成16年9月30日現在）

当社グループの行っているデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項は

ありません。

当中間連結会計期間（平成17年９月30日現在）

当社グループの行っているデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項は

ありません。

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

当社グループの行っているデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項は

ありません。

（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） 

 ステンレス鋼板及びその加工品セグメント単一であるため、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。

【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）、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）

全セグメントの売上高の合計額に占める本邦の割合が９０％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。



【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）

                     東南アジア 大洋州 北米 中近東 その他の地域 計

 Ⅰ 海外売上高(百万円) 10,698 255 392 0 130 11,474

 Ⅱ 連結売上高(百万円)   － － － － － 73,959

 Ⅲ 海外売上高の連結売上     

    高に占める割合(％）   14.5  0.3 0.5 0.0 0.2  15.5

（注） １．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。

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1)国又は地域の区分の方法 地理的近接度による

(2)各区分に属する主な国又は地域 東南アジア：中国、韓国、タイ、シンガポール、台湾等

大洋州：オ－ストラリア、ニュージーランド等

北米：米国、カナダ等

中近東：サウジアラビア、ＵＡＥ、クウェート、

カタール等

その他の地域：欧州、エジプト、コロンビア等

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）

                     東南アジア 大洋州 北米 中近東 その他の地域 計

 Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,551 349 427 16 169 13,513

 Ⅱ 連結売上高(百万円)   － － － － － 75,947

 Ⅲ 海外売上高の連結売上     

    高に占める割合(％）   16.5  0.5 0.6 0.0 0.2  17.8

（注） １．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。

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1)国又は地域の区分の方法 地理的近接度による

(2)各区分に属する主な国又は地域 東南アジア：中国、韓国、タイ、シンガポール、台湾等

大洋州：オ－ストラリア、ニュージーランド等

北米：米国、カナダ等

中近東：サウジアラビア、ＵＡＥ、クウェート、

カタール等

その他の地域：欧州、エジプト、コロンビア等

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）

                     東南アジア 大洋州 北米 中近東 その他の地域 計

 Ⅰ 海外売上高(百万円) 22,965 524 780 4 252 24,525

 Ⅱ 連結売上高(百万円)   － － － － － 158,144

 Ⅲ 海外売上高の連結売上     

    高に占める割合(％）   14.5  0.3 0.5 0.0 0.2  15.5

（注） １．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。

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1)国又は地域の区分の方法 地理的近接度による

(2)各区分に属する主な国又は地域 東南アジア：中国、韓国、タイ、シンガポール、台湾等

大洋州：オ－ストラリア、ニュージーランド等

北米：米国、カナダ等

中近東：サウジアラビア、ＵＡＥ、クウェート、

カタール等

その他の地域：欧州、エジプト、コロンビア等



（１株当たり情報）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

  

 １株当たり純資産額 △15.04円 １株当たり純資産額 238.99円 １株当たり純資産額 207.23円

  

 １株当たり中間純利益金額 77.19円 １株当たり中間純利益金額 38.34円 １株当たり当期純利益金額 255.81円

  

 
潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額

51.58円
潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額

29.71円
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

175.28円

                                               
（注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。

                          前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

 (自 平成16年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 (自 平成16年 4月 1日 

                           至 平成16年 9月30日)  至 平成17年 9月30日)  至 平成17年 3月31日)

 １株当たり中間（当期）純利益                         

  中間（当期）純利益    6,426百万円 3,504百万円 22,551百万円

  普通株式に帰属しない金額   －百万円 －百万円 210百万円

  普通株式に係る中間(当期)純利益   6,426百万円 3,504百万円 22,342百万円

  普通株式の期中平均株式数   83,255千株 91,409千株 87,336千株

 潜在株式調整後１株当たり中間（当         

 期）純利益金額                                   

  中間（当期）純利益調整額       －百万円 －百万円 210百万円

  普通株式増加数               41,322千株 26,549千株 41,322千株

  希薄化効果を有しないため、潜在    

  株式調整後１株当たり中間（当期 ────── ────── ──────

  ）純利益の算定に含めなかった潜   

  在株式の概要   

         

（重要な後発事象）

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）

 該当事項はありません。

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）

 該当事項はありません。

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）

 該当事項はありません。

（２）【その他】

 該当事項はありません。



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 当中間会計期間末
前事業年度の    
要約貸借対照表

  （平成16年9月30日現在） （平成17年9月30日現在） （平成17年3月31日現在）

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    

 現金及び預金  1,393  1,937 4,239  

 受取手形 ※4 10,063  11,050 10,603  

 売掛金   11,484  11,819 14,565  

 たな卸資産   1,084  962 931  

 繰延税金資産   51  248 483  

 関係会社短期貸付金   24,466  31,962 25,345  

 関係会社未収入金   31,155  30,942 31,662  

 その他   591  742 844  

 貸倒引当金   △0  △0 △0  

 流動資産合計  80,287  67.7 89,660 70.7 88,672  70.5

Ⅱ 固  定  資  産    

 有 形 固 定 資 産 ※1 12,029  10,031 10,509  

 建物 ※2 3,508  3,393 3,453  

 機械及び装置   297  274 286  

 土地 ※2 8,076  6,271 6,632  

 その他   149  93 139  

 無形固定資産  133   65  75   

 投資その他の資産   26,227  27,101 26,518  

 関係会社株式   23,133  23,113 23,133  

 その他 ※2 3,535  4,427 3,825  

 貸倒引当金   △441  △439 △439  

   固定資産合計     38,388  32.3 37,196 29.3 37,102  29.5

  資 産 合 計     118,675  100.0 126,856 100.0 125,774  100.0



                      前中間会計期間末 当中間会計期間末
前事業年度の    
要約貸借対照表

  （平成16年9月30日現在） （平成17年9月30日現在） （平成17年3月31日現在）

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    

 支払手形  8,218  8,680 7,779  

 買掛金  6,836  8,713 8,947  

 短期借入金 ※2 46,721  35,100 35,100  

 一年内長期借入金 ※2 4,224  2,994 2,973  

 未払金  7,798  7,081 9,744  

 未払事業税等   52  － －  

 未払法人税等   10  1,545 1,624  

 賞与引当金   126  168 149  

 設備支払手形   400  697 291  

 その他   1,585  1,143 1,585  

 流動負債合計  75,970  64.0 66,121 52.1 68,192  54.2

Ⅱ 固  定  負  債    

 長期借入金 ※2 15,306  19,362 20,848  

 退職給付引当金  7,732  2,262 2,463  

 繰延税金負債  798  1,206 962  

 
再評価に係る繰延税金
負債

 －  525 －  

 その他   36  27 32  

   固定負債合計     23,872  20.1 23,383 18.5 24,305  19.3

  負債合計     99,842  84.1 89,504 70.6 92,497  73.5

（資 本 の 部）    

Ⅰ 資本金   12,736  10.7 14,743 11.6 14,743  11.7

Ⅱ 資本剰余金      

 資本準備金  8,809  7.4 10,803 8.5 10,803  8.6

Ⅲ 利益剰余金        

 中間(当期)未処分利益  △ 2,367  △1.9 9,958 7.8 7,094  5.7

Ⅳ 土地再評価差額金  △ 849  △0.7 767 0.6 △ 92  △0.1

Ⅴ その他有価証券評価差額金  512  0.4 1,108 0.9 752  0.6

Ⅵ 自己株式      △ 9  △0.0 △ 26 △0.0 △ 22  △0.0

   資本合計     18,833  15.9 37,352 29.4 33,277  26.5

  負債資本合計     118,675  100.0 126,856 100.0 125,774  100.0



②【中間損益計算書】

                      前中間会計期間 当中間会計期間
前事業年度の    
要約損益計算書

  (自 平成16年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 (自 平成16年 4月 1日 

   至 平成16年 9月30日)  至 平成17年 9月30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  55,829  100.0 58,034 100.0 120,227 100.0

Ⅱ 売 上 原 価  46,094  82.6 47,981 82.7 98,517  81.9

 売上総利益   9,735  17.4 10,053 17.3 21,710 18.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,748  4.9 3,289 5.6 6,134  5.1

 営業利益  6,987  12.5 6,764 11.7 15,576 13.0

Ⅳ 営 業 外 収 益 ※1 571  1.0 2,372 4.1 1,034 0.9

Ⅴ 営 業 外 費 用 ※2 1,098  2.0 1,152 2.0 2,273  1.9

 経  常  利 益  6,460  11.5 7,984 13.8 14,336  12.0

Ⅵ 特 別 利 益 ※3 8  0.0 23 0.0 4,968  4.1

Ⅶ 特 別 損 失
※4 
※6

264  0.4 617 1.1 2,259  1.9

 
税引前中間（当期)純
利益

 6,205  11.1 7,390 12.7 17,046  14.2

 
法人税、住民税及び事業
税

 290  0.5 2,241 3.8 1,344  1.1

 法人税等調整額  △51  △0.1 235 0.4 △483  △0.4

 中間(当期)純利益  5,966  10.7 4,914 8.5 16,185  13.5

 前期繰越利益（△損失）  △8,334   6,428  △8,334   

 土地再評価差額金取崩額  －   △1,384  △757   

 中間(当期)未処分利益   △2,367  9,958 7,094  

                                              

次へ



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 当中間会計期間 前事業年度

項 目 (自 平成16年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 (自 平成16年 4月 1日 

          至 平成16年 9月30日)  至 平成17年 9月30日)  至 平成17年 3月31日)

1. 資産の評 (1)有価証券  (1)有価証券 (1)有価証券  

 価基準及 子会社株式及び関連会社株式 同左 子会社株式及び関連会社株式

 び評価方 …移動平均法による原価法 …移動平均法による原価法

 法    

   その他有価証券   その他有価証券  

  ① 時価のあるもの ① 時価のあるもの

  …中間決算日の市場価格等 …期末日の市場価格等に基

  に基づく時価法（評価差額 づく時価法（評価差額は全

  は全部資本直入法により処 部資本直入法により処理し、

  理し、売却原価は移動平均 売却原価は移動平均法によ

  法により算定しております） り算定しております）

  ② 時価のないもの  ② 時価のないもの

  …移動平均法による原価法 …移動平均法による原価法

    

  (2)たな卸資産  (2)たな卸資産 (2)たな卸資産  

  移動平均法による原価法 同左 同左  

                                                

2. 固定資産 (1)有形固定資産  (1)有形固定資産 (1)有形固定資産  

 の減価償 定額法を採用しております。 同左 同左  

 却の方法 なお、主な耐用年数は以下  

  の通りであります。  

  建物及び構築物 ８～50年   

  機械及び装置 ７～15年   

    

  (2)無形固定資産  (2)無形固定資産 (2)無形固定資産  

  定額法を採用しております。 同左 同左  

  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  

   可能期間に基づく定額法によっ  

   ております。   

                                                



         前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

項 目 (自 平成16年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 (自 平成16年 4月 1日 

          至 平成16年 9月30日)  至 平成17年 9月30日)  至 平成17年 3月31日)

3. 引当金の (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金

 計上基準   売上債権、貸付金等の貸倒に 同左 同左

  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 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金

   従業員の賞与に充てるため、 同左 同左

  支給見込額に基づき算定してお

   ります。  

   

  (3) 退職給付引当金  (3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるた   従業員の退職給付に備えるた   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  め、当事業年度末における退職  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  給付債務の見込額に基づき、当  付債務の見込額に基づき計上し

   基づき当中間会計期間末におい  中間会計期間末において発生し  ております。

   て発生していると認められる額  ていると認められる額を計上し   過去勤務債務及び数理計算上

   を計上しております。  ております。  の差異は、その発生年度におい

    過去勤務債務は、その発生年   過去勤務債務及び数理計算上  て一括償却しております。  

   度において一括償却しておりま  の差異は、その発生年度におい

   す。   て一括償却しております。

    数理計算上の差異は、その発 (追加情報）

   生時の従業員の平均残存勤務期   当社は数理計算上の差異の費

   間以内の一定の年数（10年）に  用処理方法について、前事業年

   よる定額法による按分額をそれ  度の下期より、発生時の従業員

   ぞれ翌事業年度から費用処理す  の平均残存勤務期間以内の一定

   ることとしております。  の年数（10年）による定額法に

    より翌期から費用処理する従来

    の方法から、発生した各期にお

    いて一括して費用処理する方法

    に変更致しました。

     この変更の理由は、平成17年

    ３月25日付の日本冶金工業連合

    厚生年金基金解散により、将来

    の数理計算上の差異発生額が著

    しく低減されるものと予想さ

    れ、この変更が財務体質の健全

    性維持の観点からも望ましいと

    判断したことによるものであり

    ます。

     この変更により、前中間会計

    期間において、変更後の方法に

    よった場合に比べ、税引前中間

    純利益が31百万円多く計上され

    ております。

                                                



         前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

項 目 (自 平成16年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 (自 平成16年 4月 1日 

          至 平成16年 9月30日)  至 平成17年 9月30日)  至 平成17年 3月31日)

4 リース取   リース物件の所有権が借主に  同左  同左             

 引の処理  移転すると認められるもの以外  

   のファイナンス・リース取引に  

   ついては、通常の賃貸借取引に  

   係る方法に準じた会計処理によ  

   っております。  

   

5. ヘッジ会 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

 計の方法   原則として繰延ヘッジ処理を   原則として繰延ヘッジ処理を  同左  

   採用しております。為替予約が  採用しております。なお、為替  

   付されている外貨建金銭債権債  予約について振当処理の要件を  

   務等については、振当処理を行  満たしている場合は振当処理を  

   っております。   採用しており、金利スワップ取  

    金利スワップ取引及び金利オ  引について特例処理の要件を満  

   プション取引については、特例  たしている場合は、特例処理を  

   処理の要件を満たしているた  適用しております。  

   め、特例処理を適用しておりま   

   す。   

     

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段 ヘッジ対象  a.ヘッジ手段…為替予約取引、  同左

  商品デリバティブ取引 原材料及び買掛金               為替オプション  
  為替予約取引及び 外貨建取引及び                取引、通貨スワ  
  為替オプション取引 外貨建予定取引等                ップ取引  
  金利スワップ取引 借入金     ヘッジ対象…外貨建取引及び  
                   外貨建予定取引  
                  等  
    b.ヘッジ手段…商品デリバティ  
                  ブ取引  
      ヘッジ対象…原材料及び買掛  
            金  
    c.ヘッジ手段…金利スワップ取  
           引  
      ヘッジ対象…借入金  
     

  ③ヘッジ方針  ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針  

    当社の社内規程である「ヘッ  同左  同左   
   ジ取引規程」に基づき、資産の    
   価値変動、為替変動及び負債の    
   金利変動ほか、各種相場の変動    
   による損失の可能性（リスク）    
   を減殺することを目的にヘッジ    
  取引を行っております。   

                                                



         前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

項 目 (自 平成16年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 (自 平成16年 4月 1日 

          至 平成16年 9月30日)  至 平成17年 9月30日)  至 平成17年 3月31日)

 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ対象のキャッシュ・フ  同左  同左  

  ロー変動の累計または相場変動  

  とヘッジ手段のキャッシュ・フ  

  ロー変動の累計または相場変動  

  を半期毎に比較し、両者の変動  

  額等を基礎にしてヘッジ有効性  

  を評価しております。ただし、  

  特例処理によっている金利スワ  

  ップについては、有効性の評価  

  を省略しております。  

   

6. その他中 (1) 消費税等の会計処理方法 (1) 消費税等の会計処理方法 (1) 消費税等の会計処理方法

 間財務諸  税抜方式を採用しております。  同左  同左  

 表（財務    

 諸表）作 (2) 連結納税制度の適用  (2) 連結納税制度の適用 (2) 連結納税制度の適用

 成のため   連結納税制度を適用しており  同左  同左  

 の基本と  ます。   

 なる重要   

  な事項                                        



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 当中間会計期間 前事業年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

 （固定資産の減損に係る会計基準） 3)重要な引当金の計上基準

   当中間会計期間より、固定資産の ③退職給付引当金  

  減損に係る会計基準（「固定資産の   当社は数理計算上の差異の費用処

  減損に係る会計基準の設定に関する  理方法について、発生時の従業員の

  意見書」（企業会計審議会 平成14  平均残存勤務期間以内の一定の年数

  年8月9日））及び「固定資産の減損  （10年）による定額法により翌期か

  に係る会計基準の適用指針」（企業  ら費用処理する従来の方法から発生

 会計基準適用指針第6号 平成15年10  した各期において一括して費用処理

  月31日）を適用しております。これ  する方法に変更致しました。この変

  により税引前中間純利益は585百万円  更は以下の理由によるものでありま

  減少しております。  す。

    なお、減損損失累計額について   当社及びその関連企業等を母体と

  は、改正後の中間財務諸表等規則に  する日本冶金工業連合厚生年金基金

  基づき各資産の金額から直接控除し  は、平成17年3月25日付で厚生労働

  ております。  省より解散認可を受け、同日をもっ

  て解散いたしました。これに伴い、

──────  退職給付債務額が大幅に減少し、将

  来の数理計算上の差異発生要因が限

  定され、その発生額は著しく低減さ

  れるものと予想されますので、当該

  会計処理の変更を行うことにより、

  当社グループの財政状態を連結財務

  諸表により適切に反映することがで

  き、財務体質の健全性維持の観点か

  らも望ましいと判断し、実施いたし

  ました。

   この変更により、従来の方法と比

  較して、営業利益並びに経常利益は

  342百万円減少し、税引前当期純利

  益は375百万円減少しております。
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追加情報

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

１．中期経営再建計画      １．日本冶金工業連合厚生年金基金

Ⅰ．中期経営再建計画の骨子   の解散について

  （計画期間：平成14年10月～平成  

   18年3月）   当社及びその関連企業等を母体と

 (1)中期経営再建計画の目的と施策   する日本冶金工業連合厚生年金基金

  ①安定的な収益基盤を構築するた  は、平成17年3月25日付で厚生労働省

   めの事業再構築  より解散認可を受け、同日をもって

  ②強固な財務体質構築のための財  解散いたしました。  

   務リストラ   

 (2)事業の再構築の内容   ＜解散の理由及び内容＞

  ①生産・販売体制の再構築   同連合厚生年金基金は、昭和61年

  ・川崎製造所・大江山製造所の分  4月に当社並びに関係会社の計16社

   社化(平成15年４月実施済)  で設立し、当初は規模・財政ともに

  ②さらなる経営効率化及びコスト  安定的に推移してまいりました。し

   削減  かし、加盟企業を取り巻く経営環境

  ・人員削減  が年々厳しさを増す中で一部企業脱

   （平成16年3月末 125名減   退等もあり、加入員数が大幅に減少

    計画：140名）   する一方、受給者は増加の一途を辿

  ・本社機能移転：株式会社ＹＡＫ   り、成熟度が急速に高まりました。

   ＩＮ川崎内へ   他方、長期化する低金利政策等の影

   （平成15年11月実施済）   響で、年金資産の運用環境が悪化

  ③得意分野への選択と集中 ──────  し、予定利回りの確保が困難となり

  ・経営資源を得意分野で収益性の  ました結果、大幅な不足金が生じ、

   高い高機能材・高付加価値材へ  基金財政が過度に悪化しました。今

   集中（平成18年３月期の売上高  後も基金財政が回復することは困難

   比率４０％以上目標）  と見込まれ、このまま基金を維持し

  ・本業への経営資源の集中：ステ  ていくことは掛金の増大を招き、加

   ンレス・特殊鋼事業と関連性の  盟企業にとりましても過大な経営負

   薄い事業について関係会社も含め  担になると判断し、加入員の理解と

   見直し  同意を得て、厚生労働省に対し同基

  （平成15年３月ナスステンレス  金解散の申請を行い認可されたもの

   株式会社株式の全てを売却）  です。

  （平成15年11月 日本精線株式  

   会社株式の一部を売却）   ＜財務諸表に与える影響＞

  ④事業提携：ＪＦＥスチール株式   上記解散により当期末における退

   会社との包括提携   職給付債務の見込額が減少し、退職

   （平成14年７月発表済）  給付引当金を取り崩すこととなりま

 (3)抜本的財務リストラの内容  す。当該取崩額4,633百万円は、特

  ①企業再生のための徹底的な損失  別利益（厚生年金基金解散益）とし

   処理（平成15年３月までに実施済）  て損益計算書に計上しております。

  ②遊休資産の売却と有利子負債の   

   大幅削減   

   （平成14年３月末 969億円   

    →平成18年３月末 590億円）   

                                                



                                                

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

 (4)株主並びに取引金融機関へのお   

  願い事項   

  ・７５％の減資及び２株を１株に  

   する株式併合   

  （平成15年２月実施済）   
  ・「私的整理に関するガイドライ   
   ン」に基づく債務免除及び債務   
   の株式化（平成15年３月実施済）   
   
Ⅱ．中期経営再建計画の進捗状況   

 (1)収益計画並びに有利子負債圧縮   
  計画   

   

 （単位：億円）   

          平成15年3月期   

          計画 実績   

 売上高 754 773   

 売上利益 97 93   

 営業利益 25 26   

 経常利益 2 5   

 当期純利益 △491 △498   

 有利子負債 725 730   

 圧縮額（△） △244 △239   

 ────── ──────

 （単位：億円）   

          平成16年3月期   

          計画 実績   

 売上高 779 870   

 売上利益 132 123   

 営業利益 64 58   

 経常利益 43 46   

 当期純利益 40 52   

 有利子負債 678 681   

 圧縮額（△） △46 △49   

   

   

 （単位：億円）   

          平成17年3月期   
   計画 実績 上半期   
           見込 実績   
 売上高 778 1,180 559   
 売上利益 132 205 107   
 営業利益 67 137 74   

 経常利益 48 120 65   

 当期純利益 45 98 62   

 有利子負債 642 642 663   

 圧縮額（△） △36 △39 △19   

               



                                                

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

 （単位：億円）  

          平成18  

   年3月期  

          計画   

 売上高 774  

 売上利益 131  

 営業利益 67  

 経常利益 49  

 当期純利益 46  

 有利子負債 590  

 圧縮額（△） △51  

注1 比較可能性確保のため、平成15年  

  ３月期については当社単独ベー  

  ス、平成16年３月期以降について  

  は、当社、株式会社ＹＡＫＩＮ川  

  崎、株式会社ＹＡＫＩＮ大江山の  

  ３社連結ベースで記載しておりま  

  す。  

 2 平成15年３月期におきましては、  

  中期経営再建計画遂行の結果生じ  

  た損失を「構造改革による損失」  

  として特別損失に一括計上してお  

  ります。   

 ────── ──────

  平成15年３月期におきましては、  

 販売量の増加やコストダウン効果等  

 により、経常利益ベースでは計画値  

 を上回る業績を確保いたしました。  

 当期純利益ベースでの差異は、本業  

 と関連性の薄い関係会社の抜本処理  

 として実施した、ナスステンレス株  

 式会社の株式売却に伴う損失が、計  

 画比拡大したこと等によるものであ  

 ります。  

  平成１６年３月期におきまして  

 は、ニッケルを中心とした原料価格  

 上昇がコストアップ要因となりまし  

 たが、製品価格の是正努力や原料費  

 以外のコスト削減活動が一定の成果  

 をあげたことから、経常利益ベース  

 で前期に引き続き計画値を上回りま  

 した。当期純利益ベースでの改善  

 は、約１０億円の投資有価証券売却  

 益計上等に伴うものであります。こ  

 れらにより、有利子負債圧縮額は単  

 年度計画値を上回る結果となりまし  

 た。  

            



前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日 (自  平成16年４月１日

  至   平成16年９月30日)   至   平成17年９月30日)   至   平成17年３月31日)

  平成１７年３月期上半期におきま  

 しては、ニッケル価格の高止まり状  

 態継続に加え、クロム等他の諸原料  
 価格も上昇傾向が顕著となり、コス  
 ト上昇圧力はさらに高まりました。  
 しかしながら、国内外市場における  
 堅調な需要に支えられ製品価格の是  
 正も進展したこと、また、効率的生  
 産によるさらなるコストダウン活  
 動、高位安定操業の維持、技術型営  
 業の推進などに注力し、特に高機能  
 材の拡販に大きな成果を収めたこと  
 などから、経常利益・当期純利益と  
 も、計画値を大幅に上回る業績をあ  
 げることができました。  
   下半期につきましては、近時の原  
 油価格の高騰、引き続き上昇基調に  
 ある諸原料価格や外国為替相場の動  
 向など、平成１７年３月期の上記収  
 益計画達成に影響を与える可能性の  
 ある懸念材料がありますが、当社と   
 いたしましては、これまで推し進め  
 てきた諸施策を引き続き強化するこ  
 とにより、上記計画の達成は十分可  
 能であると考えております。   
 (2)株式会社ＹＡＫＩＮ川崎・株式 ────── ──────

  会社ＹＡＫＩＮ大江山の設立に   

  ついて   

  平成１５年１月２３日開催の臨時

 株主総会において承認された分割計  

 画書に基づき、当社川崎製造所・大  

 江山製造所の分社を平成１５年４月  

 １日付で実施いたしました。なお、  

 本件は当社中期経営再建計画中、事  

 業の再構築のための施策の一つとし  

 て盛り込んだものであります。  

  会社分割後の当社及び各新設会社  

 の資産の額、負債の額、並びに純資  

 産額は下記の通りであります。  

  

 会社分割前（平成15年３月31日時点）  

 （単位：百万円）  

          資産額 負債額 純資産額  

 当社 120,184 112,475 7,709  

  

 会社分割後（平成15年４月１日時点）  

 （単位：百万円）  

          資産額 負債額 純資産額  

 当社 77,455 69,746 7,709  

 ㈱YAKIN川崎 52,859 39,270 13,589  

 ㈱YAKIN大江山 7,963 3,459 4,505  

                                                

次へ



注 記 事 項

（中間貸借対照表関係）

項 目
前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

（平成16年9月30日現在） （平成17年9月30日現在） （平成17年3月31日現在）

※１ 有形固定資産減価償却累計額 5,345百万円 3,479百万円 3,508百万円

  

※２ 担保資産

 有形固定資産  

 土地  4,414百万円 －百万円 ー百万円

 （うち財団抵当）  （991百万円） （－） （－百万円）

 建物  160百万円 －百万円 ー百万円

  

 対応債務  

 （一年内期限のものを含む長期借入金） 9,509百万円 －百万円 －百万円

 （短期借入金）  23,734百万円 －百万円 －百万円

  

 その他（投資有価証券） 199百万円 106百万円 80百万円

 対応債務（関係会社の銀行借入金） 49百万円 14百万円 14百万円

  

３ 偶発債務 365百万円 309百万円 340百万円

 銀行支払保証 （被保証者） （被保証者） （被保証者）

 従業員 365百万円 従業員 309百万円 従業員 340百万円

  

※４ 受取手形割引高及び裏書譲渡高
受取手形裏書
譲渡高

60百万円
受取手形裏書
譲渡高

252百万円
受取手形裏書
譲渡高

65百万円

  

５ 消費税等の表示方法  仮払消費税等及び仮受  仮払消費税等及び仮受  

  消費税等は相殺のうえ、 消費税等は相殺のうえ、

  金額的重要性が乏しいた 金額的重要性が乏しいた ─────

  め、流動資産の「その め、流動負債の「その

  他」として表示しており 他」として表示しており

  ます。 ます。

                                                



（中間損益計算書関係）

                          前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

項 目 (自 平成16年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 (自 平成16年 4月 1日 

                           至 平成16年 9月30日)  至 平成17年 9月30日)  至 平成17年 3月31日)

※１ 営業外収益項目のうち主要な  

   もの  

 受取利息  178百万円 250百万円 357百万円

 受取配当金  83百万円 1,839百万円 97百万円

※２ 営業外費用項目のうち主要な  

   もの  

 支払利息  698 百万円 762 百万円 1,402 百万円

※３ 特別利益項目のうち主要な  

   もの  

 固定資産売却益  － 百万円 － 百万円 199 百万円

 （うち土地等）  (- )百万円 (- )百万円 (199 )百万円

 投資有価証券売却益  － 百万円 － 百万円 126 百万円

  

※４ 特別損失項目のうち主要な  

   もの  

 固定資産除却売却損  219 百万円 5 百万円 1,062 百万円

 （うち土地）  (218 )百万円 （5 )百万円 （813 )百万円

 （うち機械装置等）  (1 )百万円 (- )百万円 （40 )百万円

５ 減価償却実施額  

 有形固定資産  79 百万円 73 百万円 154 百万円

 無形固定資産  10 百万円 10 百万円 21 百万円

  

※６ 減損損失    当社は当中間会計期間に

  おいて、一部の遊休資産に

  つき減損損失585百万円を

  計上しております。その内

  訳は、主に千葉県内所在の

  遊休土地等であり、近年の

  地価下落に伴い、当該資産

  の時価が帳簿価額に対し著

  しく下落していることによ

  るものであります。

   なお、当社におきまして

  は、減損の兆候を判定する  

 ───── にあたっては、原則とし ─────

  て、事業用資産及び遊休資

  産に分類し、事業用資産に

  ついては各事業所単位、遊

  休資産については個別物件

  単位でグルーピングを実施

  しております。また、遊休

  資産の回収可能価額につい

  ては正味売却価額により測

  定しており、その際使用す

  る時価の算定は、固定資産

  税評価額に合理的な調整を

  加え実施しております。

                                                

次へ



(リース取引関係）

        前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

項 目 (自 平成16年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 (自 平成16年 4月 1日 

         至 平成16年 9月30日)  至 平成17年 9月30日)  至 平成17年 3月31日)

Ⅰ．リース 1.リース物件の取得価額相当額、 1.リース物件の取得価額相当額、 1.リース物件の取得価額相当額、

物件の所有 減価償却累計額相当額及び中間期 減価償却累計額相当額及び中間期 減価償却累計額相当額及び期末残

権が借主に 末残高相当額（借主側）  末残高相当額（借主側） 高相当額（借主側）

移転すると   

認められる         取得価 減価償 中間期     取得価 減価償 中間期 取得価 減価償 期末残

もの以外の   額相当 却累計 末残高   額相当 却累計 末残高 額相当 却累計 高相当

ファイナン    額  額相当 相当額    額 額相当 相当額  額  額相当 額

ス・リース   (百万円)  額 (百万円)   (百万円)  額 (百万円) (百万円)  額 (百万円)

取引              (百万円)         (百万円)       (百万円)    

 (有形固定資産)     (有形固定資産)  (有形固定資産)    

 
工具器具及び
備品

327 225 102  工具器具及び
備品

288 206 83 工具器具及び
備品

338 271 67

 その他   8 8 -  その他  9 1 8 その他 8 8 -

 (無形固定資産)     (無形固定資産)  (無形固定資産)    

 無形固定資産 164 69 95  無形固定資産 234 117 117 無形固定資産 230 100 130

 合 計 499 302 197  合 計 531 324 207 合 計 575 378 197

 （注）取得価額相当額は、未経過 （注）同左 （注）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  リース料期末残高が有形固定資産

 資産の中間期末残高等に占める割  の期末残高等に占める割合が低い

 合が低いため支払利子込み法によ  ため、支払利子込み法により算定

 り算定しております。   しております。

  

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

 相当額 (百万円) 相当額等 額 (百万円)

 一年内 92    未経過リース料中間期末残高 一年内 84

 一年超 105  相当額 (百万円) 一年超  113

 合計 197  一年内 91 合計 197

 （注）未経過リース料中間期末残  一年超 116 （注）未経過リース料期末残高相

 高相当額は、未経過リース料中間  合計 207 当額は、未経過リース料期末残高

 期末残高が有形固定資産の中間期  （注）同左 が有形固資産の期末残高等に占め

 末残高等に占める割合が低いた   る割合が低いため、支払利子込み

 め、支払利子込み法により算定し   法により算定しております。

 ております。   

   

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

   相当額 (百万円)   相当額 (百万円)   相当額 (百万円)

 （１）支払リース料 53  （１）支払リース料 54 （１）支払リース料 117

 （２）減価償却費相当額 53  （２）減価償却費相当額 54 （２）減価償却費相当額 117

  

   

 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   同左 同左

 存価額を零とする定額法によって   

 おります。  

   

   （減損損失について）

     リース資産に配分された減損

 ──────  損失はありませんので、項目等 ──────

  の記載は省略しております。

  

Ⅱ．オペレ  

ーティング  

・リース取 ────── ────── ──────

引   

                                       

次へ



（有価証券関係）

（前中間会計期間）（平成１６年９月３０日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

（当中間会計期間）（平成１７年９月３０日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

（前事業年度）（平成１７年３月３１日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

（前中間会計期間）（平成１６年９月３０日現在）

該当事項はありません。

（当中間会計期間）（平成１７年９月３０日現在）

該当事項はありません。

（前事業年度）（平成１７年３月３１日現在）

該当事項はありません。

（２）【その他】

 該当事項はありません。



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123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29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１３日 

日本冶金工業株式会社

取締役会  御中

八 重 洲 監 査 法 人

代 表 社 員
公認会計士 本 間 英 雄  印

業務執行社員

代 表 社 員
公認会計士 久 具 壽 男  印

業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 渡 邊 考 志  印

  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

いる日本冶金工業株式会社の平成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、日本冶金工業株式会社及び連結子会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以  上

                                                
 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間連結財務諸

表に添付する形で別途保管している。



独立監査人の中間監査報告書

平成１７年１２月１５日 

日本冶金工業株式会社

取締役会  御中

八 重 洲 監 査 法 人

代 表 社 員
公認会計士 本 間 英 雄  印

業務執行社員

代 表 社 員
公認会計士 久 具 壽 男  印

業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 渡 邊 考 志  印

  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

いる日本冶金工業株式会社の平成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、日本冶金工業株式会社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。

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の変更に記載のとおり、会社は、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を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。

 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、その原本は当社が中間連結財務諸

表に添付する形で別途保管している。



独立監査人の中間監査報告書

平成１６年１２月１３日 

日本冶金工業株式会社

取締役会  御中

八 重 洲 監 査 法 人

代 表 社 員
公認会計士 本 間 英 雄  印

業務執行社員

代 表 社 員
公認会計士 久 具 壽 男  印

業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 渡 邊 考 志  印

  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

いる日本冶金工業株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第１２３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、日本冶金工業株式会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。

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

以  上

                                                
 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表に

添付する形で別途保管している。



独立監査人の中間監査報告書

平成１７年１２月１５日 

日本冶金工業株式会社

取締役会  御中

八 重 洲 監 査 法 人

代 表 社 員
公認会計士 本 間 英 雄  印

業務執行社員

代 表 社 員
公認会計士 久 具 壽 男  印

業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 渡 邊 考 志  印

  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

いる日本冶金工業株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１２４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、日本冶金工業株式会社の平成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。

追記情報

 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のとおり、会社は、当中間会計期間から固定資

産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。

 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、その原本は当社が中間財務諸表に

添付する形で別途保管している。
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