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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74期中 第75期中 第76期中 第74期 第75期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

(1）連結経営指標等           

売上高（百万円） 9,610 11,332 11,270 19,876 22,513 

経常利益（百万円） 480 1,067 1,021 1,079 1,723 

中間（当期）純利益（百万円） 267 585 561 618 1,382 

純資産額（百万円） 10,433 11,322 12,651 10,877 12,150 

総資産額（百万円） 21,442 23,089 23,715 22,552 22,976 

１株当たり純資産額（円） 372.54 404.42 452.05 387.79 433.46 

１株当たり中間（当期）純利益 

金額（円） 
9.55 20.90 20.06 21.45 48.74 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 48.65 49.04 53.35 48.23 52.88 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
1,108 631 1,123 2,470 1,875 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△274 △339 △531 △655 △453 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△564 △273 △340 △1,137 △682 

現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高（百万円） 
1,215 1,619 2,599 1,618 2,351 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]（人） 

621 

[85] 

613 

[100] 

604 

[108] 

620 

[87] 

608 

[100] 

 



 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２．第75期の１株当たり年間配当額には、特別配当１円を含んでいる。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載していない。 

４．提出会社の経営指標等の「１株当たり純資産額」、「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」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略

している。 

回次 第74期中 第75期中 第76期中 第74期 第75期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

(2）提出会社の経営指標等           

売上高（百万円） 9,067 10,663 10,497 18,720 21,054 

経常利益（百万円） 385 993 1,001 919 1,601 

中間（当期）純利益（百万円） 188 532 549 494 1,303 

資本金（百万円） 4,062 4,062 4,062 4,062 4,062 

発行済株式総数（千株） 28,021 28,021 28,021 28,021 28,021 

純資産額（百万円） 10,812 11,662 12,934 11,225 12,434 

総資産額（百万円） 20,851 22,549 23,042 21,932 22,434 

１株当たり中間（年間）配当額

（円） 
1.50 2.50 3.50 4.00 6.00 

自己資本比率（％） 51.85 51.72 56.13 51.18 55.42 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]（人） 

442 

[85] 

431 

[100] 

426 

[108] 

435 

[87] 

430 

[100] 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間から事業部門の種類を変更している。変更の内容については、「第５ 経理の状況 １．中間

連結財務諸表等 (1）中間連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）」に記載のとおりである。 

 なお、これによる当社の企業集団が営む事業内容の重要な変更はなく、関係会社の異動もない。 

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ない。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、期間工等を含む。）は［ ］内に当中間連結会計

期間の平均人員を外数で記載している。 

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の部門に区分できない管理部門に所属しているもので

ある。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用

者数（パートタイマー、期間工等を含む。）は［ ］内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載している。

(3）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はない。 

  平成17年９月30日現在

事業部門別の名称 従業員数（人） 

伸線加工事業 560［106］ 

全社（共通） 44［ 2］ 

合計 604［108］ 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 426［108］ 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、昨年後半の停滞局面から持ち直し、個人消費や企業の設備投資も堅

調で、景気は緩やかながらも着実な拡大を続けた。 

 当社及び連結子会社（以下「当社グループ」という。）が属するステンレス鋼線業界においては、このような経

済環境を反映して期前半は堅調であったが、一方でニッケル価格高騰を主因とする原材料価格値上がりの影響や海

外メーカーとの競争激化もあり、期を通じて厳しい状況で推移した。 

 このような状況のもとで、当社グループとしては、顧客重視を基本に、①顧客ニーズに直結した新製品の開発と

拡販、②コア技術や強みの研鑚による国際競争力の強化、③キャッシュ・フローの改善、④原材料価格の値上がり

に対応した一層のコスト低減と販売価格改定、などに取り組んできた。この結果、金属繊維（ナスロン）部門は好

調であったものの、鋼線の海外部門の不調などにより、当中間連結会計期間の売上高は112億70百万円（前年同期

比0.5％減）となった。 

 損益については、売上高は微減収となったものの、主力のステンレス鋼線が収益性を重視した販売方針の展開や

新製品・新用途の拡販に注力したこと、さらに金属繊維（ナスロン）もＩＴ関連や液晶業界向けに好調であったこ

と、加えて厚生年金基金解散に伴う退職給付債務の負担減や生産部門をはじめ全社挙げてのコスト低減効果もあ

り、経常利益は10億21百万円（同4.3％減）と引き続き10億円台を維持することができ、中間純利益は５億61百万

円（同4.0％減）となった。 

 事業部門別の業績は次のとおりである。 

 ステンレス鋼線については、国内において、主力のばね用材が自動車向けや新製品拡販効果もあり順調に推移

し、極細線もアパレル向けの新用途開発により堅調となった。さらに鋲螺用材も機械・機器や住宅向けなどに伸

長した。また、原材料価格の大幅な値上がりを受けて販売価格の改定を余儀なくされたが、比較的順調に進ん

だ。一方、海外向け並びに海外現地法人であるTHAI SEISEN CO.,LTD.については、引き続く中国の投資抑制策な

どの影響により需要が低迷し、加えて海外メーカーとの競争激化もあり、低調な推移となった。これらの結果、

ステンレス鋼線の売上高は85億74百万円（同1.0％減）となった。 

 金属繊維については、半導体・液晶業界向けの超精密ガスフィルター（ナスクリーン）は、後半には回復基調

となったものの伸び悩んだ。一方、主力のフィルターは、ＩＴ関連の液晶や電子材料向けなどの高機能樹脂・フ

ィルム用が極めて好調に推移した結果、売上高は19億45百万円（同10.8％増）となった。 

 その他加工品は、溶接棒は伸長したが、製品戦略の見直しにより放電加工用電極線の生産・販売を取り止めた

ことなどにより、売上高は７億50百万円（同17.6％減）となった。 

 所在地別セグメントの業績は次のとおりである。 

①日本 

 主力のステンレス鋼線が収益性を重視した販売方針の展開や新製品・新用途の拡販に注力したこと、さらに

金属繊維（ナスロン）もＩＴ関連や液晶業界向けに好調であったこと、加えて厚生年金基金解散に伴う退職給

付債務の負担減や生産部門をはじめ全社挙げてのコスト低減効果もあり、売上高は104億１百万円（同1.3％

減）、営業利益は９億97百万円（同1.0％増）となった。 

②タイ 

 引き続く中国の投資抑制策などの影響により需要が低迷し、加えて海外メーカーとの競争激化もあり、売上

高は８億69百万円（同8.9％増）、営業利益は37百万円（同58.9％減）となった。 

 なお、上記記載金額には消費税等は含まれていない。 



(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、法人税等の支払３

億37百万円、有形固定資産の取得による支出５億40百万円等の支出があったものの、資金の期首残高が前年同期比

７億32百万円増加し、加えて税金等調整前中間純利益９億95百万円、減価償却費４億28百万円等があったため、前

中間連結会計期間末に比べ９億80百万円増加（前年同期比60.5％増）の25億99百万円となった。 

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は11億23百万円（前年同期比77.7％増）となった。これは主として、売上債権の

減少（同５億80百万円減）、法人税等の支払額の減少（同２億21百万円減）等によりキャッシュ・フローが増加

したことによるものである。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は５億31百万円（前年同期比56.5％増）となった。これは主として、有形固定資

産(機械装置等)の取得による支出である。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は３億40百万円（前年同期比24.3％増）となった。これは主として、財務体質の

強化に向けて引き続き有利子負債の削減に取り組んだためである。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。 

 （注）１．金額は平均販売価格によっている。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

(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部門別に示すと、次のとおりである。 

 （注）１．金額は販売価格によっている。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。 

 （注） 販売実績の金額には、消費税等は含まれていない。 

事業部門別の名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

伸線加工事業     

ステンレス鋼線 8,370 △1.4 

金属繊維 1,848 2.4 

その他加工品 553 △14.7 

合計 10,772 △1.6 

事業部門別の名称 受注高(百万円) 前年同期比（％） 受注残高(百万円) 前年同期比（％） 

伸線加工事業         

ステンレス鋼線 8,572 △0.4 1,545 △1.0 

金属繊維 1,999 13.4 309 0.0 

その他加工品 750 △17.6 － － 

合計 11,322 0.4 1,855 △0.8 

事業部門別の名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

伸線加工事業     

ステンレス鋼線 8,574 △1.0 

金属繊維 1,945 10.8 

その他加工品 750 △17.6 

合計 11,270 △0.5 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はない。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。 

５【研究開発活動】 

 当社グループの研究開発活動は、主として、当社の研究開発部を核として、製造部門の技術スタッフとの協業で行

われている。ステンレス鋼線では、コア技術を基盤に競争力を強化するための新技術開発とともに、顧客ニーズを迅

速に捉えた新製品の開発を行っている。金属繊維では、既存製品群の更なる生産技術の向上と品質改善、並びにその

応用製品である金属フィルター製品群は高分子・化学工業分野向けの高機能フィルター及び半導体・液晶産業分野向

けの超精密フィルターなどの高付加価値の新製品の研究開発を行っている。 

 なお、当中間連結会計期間の研究費の総額については特定の製品群に区分できない基礎研究費等を含め１億90百万

円となっており、当中間連結会計期間における主要な新製品の研究開発活動の状況を示すと次のとおりである。 

(1）ステンレス鋼線 

①ピアノ線対抗高強度高弾性ばね材の開発 

②高耐熱超合金ばね材の開発 

③精密極細平線の開発 

④ニッケルフリーステンレス鋼線の開発 

⑤プレコート金・銀めっきばね材の開発 

⑥超高硬度合金線の開発 

⑦超極細線の開発  

⑧高強度磁性金網材の開発 

(2）金属繊維 

①半導体ガス用精密小型フィルターの開発 

②半導体用ニッケルファイバーフィルターの開発 

③低圧損新型複合フィルターの開発 

④高耐熱金属繊維の開発 

⑤硝子成形用高耐久金属繊維ＫＮＩＴの開発 

⑥高信頼性スーパー除電材の開発 

⑦水処理用メタルメンブレンフィルターの開発 

⑧ＰＴＦＥメンブレンフィルターの開発 

⑨半導体ガス配管加熱用ナスロンヒーターの開発 

(3）その他加工品 

①高性能熱交換素子ループヒートパイプの開発 

②マイクロガスタービン用ハイブリッド軸受け多孔体の開発 

③メンブレンリアクター用水素分離膜体の開発 

④電子材料用銅系合金線の開発 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注） 「株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めている。 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はない。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 82,800,000 

計 82,800,000 

種類 
中間会計期間末現在
発行数（株） 
(平成17年９月30日) 

提出日現在発行数（株） 
(平成17年12月27日) 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 28,021,468 28,021,468 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

－ 

計 28,021,468 28,021,468 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額(百万円) 

資本準備金残
高（百万円） 

平成17年４月１日～ 

平成17年９月30日 
－ 28,021,468 － 4,062 － 3,435 



(4）【大株主の状況】 

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

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株含まれている。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数８個が含まれている。 

  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（％） 

大同特殊鋼株式会社 名古屋市中区錦一丁目11番18号 9,250 33.01 

日本冶金工業株式会社 東京都中央区京橋一丁目５番８号 1,688 6.02 

バンクオブニューヨーク  

ジーシーエム クライアント

アカウンツ イー アイエス

ジー 

（常任代理人 株式会社東京

三菱銀行） 

ピーターバラ コート 133 フリート 

ストリート ロンドン ＥＣ４Ａ ２ＢＢ

英国 

  

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号） 

1,188 4.23 

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 1,107 3.95 

株式会社みずほコーポレート

銀行 
東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 1,086 3.87 

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 603 2.15 

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 501 1.78 

株式会社池田銀行 大阪府池田市城南二丁目１番11号 398 1.42 

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 371 1.32 

株式会社ＵＦＪ銀行 名古屋市中区錦三丁目21番24号 338 1.20 

計 － 16,531 58.99 

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1,107千株 

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 371千株 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 45,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 27,804,000 27,804 － 

単元未満株式 普通株式 172,468 － 
一単元（1,000株）

未満の株式 

発行済株式総数 28,021,468 － － 

総株主の議決権 － 27,804 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

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、役員の異動はない。 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有 
株式数（株） 

他人名義所有 
株式数（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式）

日本精線株式会社 

大阪市中央区高麗

橋四丁目１番１号 
34,000 － 34,000 0.12 

（相互保有株式）

四国研磨株式会社 

徳島県鳴門市北灘

町折野東地77－２ 
11,000 － 11,000 0.03 

計 － 45,000 － 45,000 0.16 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 457 433 420 493 507 534 

最低（円） 393 386 390 410 452 459 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

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

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 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いる。 

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

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 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いる。 

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、ナニワ監査法人により中間監査を受けている。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     1,579 2,559   2,311 

２．受取手形及び売掛
金 

    6,905 6,489   6,509 

３．たな卸資産     3,456 3,884   3,600 

４．繰延税金資産     205 226   237 

５．その他     154 163   131 

貸倒引当金     △1 △1   △1 

流動資産合計     12,300 53.3 13,321 56.2   12,790 55.7

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 
※1, 
※2 

2,933   2,947 2,956   

(2）機械装置及び運
搬具 

※1, 
※2 

3,417   3,315 3,297   

(3）土地 ※２ 1,841   1,605 1,609   

(4）その他 ※１ 135 8,328 223 8,091 150 8,014 

２．無形固定資産           

(1）連結調整勘定   0   － －   

(2）その他   54 55 59 59 61 61 

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   1,073   1,305 1,188   

(2）繰延税金資産   1,128   737 714   

(3）その他   204 2,405 200 2,243 207 2,110 

固定資産合計     10,789 46.7 10,394 43.8   10,186 44.3

資産合計     23,089 100.0 23,715 100.0   22,976 100.0 

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金 

    4,103 4,490   4,368 

２．短期借入金 ※２   2,210 879   1,031 

３．未払法人税等     486 505   330 

４．未払消費税等     61 39   53 

５．賞与引当金     360 390   380 

６．その他     432 602   557 

流動負債合計     7,655 33.2 6,908 29.1   6,721 29.2

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２   825 1,600   1,700 

２．退職給付引当金     3,164 2,404   2,261 

３．役員退職慰労引当
金 

    82 108   100 

固定負債合計     4,072 17.6 4,112 17.4   4,062 17.7

負債合計     11,727 50.8 11,021 46.5   10,783 46.9

            

（少数株主持分）           

少数株主持分     39 0.2 42 0.2   42 0.2

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     4,062 17.6 4,062 17.1   4,062 17.7

Ⅱ 資本剰余金     3,435 14.9 3,435 14.5   3,435 15.0

Ⅲ 利益剰余金     3,598 15.6 4,771 20.1   4,326 18.8

Ⅳ 土地再評価差額金     191 0.8 191 0.8   191 0.8

Ⅴ その他有価証券評価
差額金 

    334 1.4 476 2.0   407 1.8

Ⅵ 為替換算調整勘定     △294 △1.3 △276 △1.2   △264 △1.2

Ⅶ 自己株式     △6 △0.0 △10 △0.0   △8 △0.0

資本合計     11,322 49.0 12,651 53.3   12,150 52.9

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    23,089 100.0 23,715 100.0   22,976 100.0 

            



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     11,332 100.0 11,270 100.0   22,513 100.0 

Ⅱ 売上原価     8,891 78.5 9,001 79.9   18,029 80.1

売上総利益     2,440 21.5 2,268 20.1   4,484 19.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   1,362 12.0 1,228 10.9   2,729 12.1

営業利益     1,077 9.5 1,039 9.2   1,754 7.8

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   0   0 1   

２．受取配当金   13   16 13   

３．仕入割引   3   3 6   

４．賃貸料収入   －   － 4   

５．為替差益   3   2 10   

６．その他   4 25 0.2 4 27 0.3 4 41 0.2

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息   19   17 38   

２．売上割引   7   9 17   

３．クレーム補償代   －   9 6   

４．その他   7 34 0.3 8 45 0.4 11 73 0.3

経常利益     1,067 9.4 1,021 9.1   1,723 7.7

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ －   － 159   

２．厚生年金基金解散
益 

  － － － － － － 821 980 4.3

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ －   1 225   

２．固定資産除却損 ※４ 100   24 220   

３．ゴルフ会員権売却
損 

  1   － 1   

４．ゴルフ会員権評価
損 

  － 101 0.9 0 26 0.3 － 446 2.0

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    966 8.5 995 8.8   2,257 10.0

法人税、住民税及
び事業税 

  462   492 621   

法人税等調整額   △84 378 3.3 △59 433 3.8 247 869 3.9

少数株主利益     3 0.0 0 0.0   5 0.0

中間（当期）純利
益 

    585 5.2 561 5.0   1,382 6.1

            



③【中間連結剰余金計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

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

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高     3,435 3,435   3,435

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    3,435 3,435   3,435

        

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     3,101 4,326   3,101

Ⅱ 利益剰余金増加高       

１．中間（当期）純利益   585 585 561 561 1,382 1,382

Ⅲ 利益剰余金減少高       

１．配当金   70 97 139 

２．取締役賞与   18 88 18 115 18 157

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    3,598 4,771   4,326

        



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

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

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間（当期）純利益   966 995 2,257

減価償却費   451 428 918

連結調整勘定償却額   0 － 1

退職給付引当金の増減額   256 142 △647

役員退職慰労引当金の増減額   △13 7 3

賞与引当金の増加額   － 10 20

受取利息及び受取配当金   △13 △17 △15

支払利息   19 17 38

為替差益   △0 △0 △0

有形固定資産売却益   － － △173

有形固定資産売却損   － 1 217

無形固定資産売却損   － － 0

有形固定資産除却損   100 24 185

ゴルフ会員権売却損   1 － 1

ゴルフ会員権評価損   － 0 －

売上債権の増減額   △562 17 △156

前受金の増減額   △10 2 △19

たな卸資産の増加額   △204 △290 △331

その他流動資産の増減額   △25 △36 32

仕入債務の増加額   220 207 399

未払消費税等の増減額   9 △14 0

その他流動負債の増減額   △0 △37 35

役員賞与の支払額   △18 △18 △18

その他   － 20 36

小計   1,175 1,461 2,787

利息及び配当金の受取額   13 17 15

利息の支払額   △18 △18 △35

法人税等の支払額   △539 △337 △891

営業活動によるキャッシュ・フロー   631 1,123 1,875

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

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

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 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よる支出   △316 △540 △635

有形固定資産の売却による収入   － 9 222

無形固定資産の取得による支出   △14 △4 △27

投資有価証券の取得による支出   － △1 －

その他投資等の増減額   △9 5 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー   △339 △531 △453

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額   121 △27 △659

長期借入れによる収入   500 － 1,500

長期借入金の返済による支出   △822 △214 △1,378

自己株式の純増加額   △2 △1 △4

配当金の支払額   △70 △97 △139

財務活動によるキャッシュ・フロー   △273 △340 △682

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △17 △3 △5

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   0 247 732

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   1,618 2,351 1,618

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 1,619 2,599 2,351

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 １社 

当該連結子会社は、THAI  

SEISEN CO.,LTD.である。 

(1）     同左 

  

(1）     同左 

  

 (2）主要な非連結子会社の名称等 

該当なし。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

同左 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用していない関連会社

〔四国研磨㈱・日精金網㈱〕は、

中間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除

いても中間連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外している。 

同左 持分法を適用していない関連会社

〔四国研磨㈱・日精金網㈱〕は、

当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外している。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

連結子会社THAI SEISEN CO.,LTD.

の中間決算日は８月末日である。

中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、８月末日現在の決算財務諸

表を採用しているが、中間連結決

算日との間に生じた重要な取引に

ついては連結上必要な調整を行っ

ている。 

同左 連結子会社THAI SEISEN CO.,LTD.

の決算日は２月末日である。連結

財務諸表の作成に当たっては、２

月末日現在の決算財務諸表を採用

しているが、連結決算日との間に

生じた重要な取引については連結

上必要な調整を行っている。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

満期保有目的債券 

 償却原価法（定額法） 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は主

として移動平均法により

算定） 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は主とし

て移動平均法により算

定） 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

 時価のないもの 

同左 

 ②たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕掛

品・貯蔵品 

評価基準………原価法 

評価方法………総平均法 

②たな卸資産 

同左 

②たな卸資産 

同左 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

当社は定率法（ただし、建物

(建物附属設備を除く)は定額

法）を採用し、在外連結子会

社は定額法を採用している。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりである。 

建物及び構築物 

3～50年 

機械装置及び運搬具 

4～15年 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

同左 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

同左 

 ②無形固定資産 

定額法を採用している。 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づ

いている。 

②無形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

同左 

 (ハ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計

上している。 

(ハ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

(ハ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

当社は従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるため、

将来の支給見込額のうち当中

間連結会計期間の負担額を計

上している。在外連結子会社

については引当計上していな

い。 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

当社は従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるため、

将来の支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上し

ている。在外連結子会社につ

いては、引当計上していな

い。 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ③退職給付引当金 

当社は従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末において

発生していると認められる額

を計上している。 

在外連結子会社については、

引当計上していない。 

会計基準変更時差異（1,578

百万円）については、15年に

よる按分額を費用処理してい

る。 

過去勤務債務は、その発生連

結会計年度に全額を処理する

こととしている。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとして

いる。 

③退職給付引当金 

当社は従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務の見込

額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生している

と認められる額を計上してい

る。 

在外連結子会社については、

引当計上していない。 

会計基準変更時差異（1,578

百万円）については、15年に

よる按分額を費用処理してい

る。 

過去勤務債務は、その発生連

結会計年度に全額を処理する

こととしている。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとして

いる。 

③退職給付引当金 

当社は従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務の見込

額に基づき計上している。 

在外連結子会社については、

引当計上していない。 

なお、会計基準変更時差異

（1,578百万円）は、15年によ

る均等額を費用処理してい

る。 

過去勤務債務は、その発生連

結会計年度に全額を処理する

こととしている。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとして

いる。 

（追加情報） 

当社が加入していた日本冶金

工業連合厚生年金基金が平成

17年３月25日付で解散（同日

厚生労働大臣認可）したた

め、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」（企業

会計基準適用指針第１号）を

適用し、厚生年金基金制度に

係る退職給付引当金を取崩し

ている。なお、厚生年金基金

の代行部分に関する国への返

還額（最低責任準備金）は、

同厚生年金基金が加入各社の

拠出額を取りまとめて平成17

年３月30日に納付を行った。 

当連結会計年度の損益に与え

る影響額821百万円は特別利益

に計上している。 

 ④役員退職慰労引当金 

当社は役員の退職慰労金の支

出に備えて、役員退職慰労金

規程に基づく中間期末要支給

額を計上している。在外連結

子会社については、引当計上

していない。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

④役員退職慰労引当金 

当社は役員の退職慰労金の支

出に備えて、役員退職慰労金

規程に基づく期末要支給額を

計上している。在外連結子会

社については、引当計上して

いない。 

 



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 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理している。な

お、在外子会社等の資産及び

負債、収益及び費用は、中間

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は少

数株主持分及び資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含め

て計上している。 

(ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

同左 

(ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理している。な

お、在外子会社等の資産及び

負債、収益及び費用は、期末

日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は少数株

主持分及び資本の部における

為替換算調整勘定に含めてい

る。 

 (ホ)重要なリース取引の処理方法 

当社及び在外連結子会社は、

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっている。 

(ホ)重要なリース取引の処理方法 

同左 

(ホ)重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (ヘ)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜

方式によっている。 

(ヘ)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(ヘ)その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び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

投資からなっている。 

同左 同左 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用している。これによる損益に与える影響

はない。 

────── 



表示方法の変更 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

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

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

（中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間まで区分掲記していた「賃貸料

収入」（当中間連結会計期間２百万円）は、営業外収

益の100分の10以下となったため、当中間連結会計期間

より、営業外収益の「その他」に含めて表示すること

に変更した。 

  

────── 

 前中間連結会計期間まで区分掲記していた「クレー

ム補償代」（当中間連結会計期間１百万円）は、営業

外費用の100分の10以下となったため、当中間連結会計

期間より、営業外費用の「その他」に含めて表示する

ことに変更した。 

 

項目 
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 

(百万円) (百万円) (百万円) 

22,762  22,612  22,484 

※２．担保の状況 

担保提供資産と 

その対応債務 

（帳簿価額） 

担保提供資産  

［工場財団］  

  (百万円)

建物 1,710 

構築物 156 

機械装置 881 

土地 1,162 

計 3,911 

    

対応債務   

  (百万円)

短期借入金に含まれ

る一年以内に返済予

定の長期借入金 

272 

長期借入金 5 

計 277 

担保提供資産  

［工場財団］  

  (百万円)

建物  1,680 

構築物 146 

機械装置 753 

土地 1,162 

計  3,742 

    

対応債務   

  (百万円)

短期借入金に含まれ

る一年以内に返済予

定の長期借入金 

 5 

計 5 

担保提供資産  

［工場財団］  

  (百万円)

建物 1,686 

構築物 153 

機械装置 807 

土地 1,162 

計 3,809 

    

対応債務   

  (百万円)

短期借入金に含まれ

る一年以内に返済予

定の長期借入金 

45 

計 45 



（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費の主要な費

目と金額は次のとおりである。 

販売費及び一般管理費の主要な費

目と金額は次のとおりである。 

販売費及び一般管理費の主要な費

目と金額は次のとおりである。 

  (百万円)

減価償却費 19

賞与引当金繰入額 115

退職給付引当金繰入額 193

役員退職慰労引当金繰

入額 

17

運搬費 159

従業員給料手当 326

(百万円)

減価償却費 22

賞与引当金繰入額  123

退職給付引当金繰入額  58

役員退職慰労引当金繰

入額 

 19

運搬費  142

従業員給料手当  324

(百万円)

減価償却費  38

賞与引当金繰入額 120

退職給付引当金繰入額  387

役員退職慰労引当金繰

入額 

 35

運搬費  313

従業員給料手当  636

※２．固定資産売却益 ────── ────── 固定資産売却益の内容は次のとお

りである。 

     

   

   

   

   

   

  (百万円)

土地  158

機械装置他  1

※３．固定資産売却損 ────── 固定資産売却損の内容は次のとお

りである。 

固定資産売却損の内容は次のとお

りである。 

     

   

   

  (百万円)

車両運搬具  1

   

  (百万円)

土地 199

建物他  26

※４．固定資産除却損 固定資産除却損の内容は次のとお

りである。 

固定資産除却損の内容は次のとお

りである。 

固定資産除却損の内容は次のとお

りである。 

    (百万円)

機械装置 9

建物他 91

  (百万円)

機械装置  13

建物他  10

  (百万円)

機械装置   110

建物他  110

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成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） 

  (百万円)

現金及び預金勘定 1,579 

流動資産・その他勘定(ＭＭＦ) 40 

現金及び現金同等物 1,619 

  (百万円)

現金及び預金勘定  2,559 

流動資産・その他勘定(ＭＭＦ)  40 

現金及び現金同等物  2,599 

  (百万円)

現金及び預金勘定  2,311 

流動資産・その他勘定(ＭＭＦ)  40 

現金及び現金同等物  2,351 



（リース取引関係） 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

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、減損損失累計額相当額及

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 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

(有形固定
資産) 

     

工具器具
及び備品 

223 68 154 

その他 34 24 9 

(無形固定
資産) 

     

ソフト
ウェア 

67 20 47 

合計 325 113 212 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

(有形固定
資産) 

工具器具
及び備品 

269 113 156

その他 21 10 10

(無形固定
資産) 

ソフト
ウェア 

71 34 36

合計 362 158 204

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

(有形固定
資産) 

    

工具器具
及び備品

249 84 165

その他 26 20 6

(無形固定
資産) 

    

ソフト
ウェア 

71 27 44

合計 347 131 215

（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の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定している。 

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定している。 

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

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 

  (百万円)

１年内 62 

１年超 149 

 合計 212 

  (百万円)

１年内 74 

１年超 129 

 合計 204 

  (百万円)

１年内 69 

１年超 146 

 合計 215 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定

している。 

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定している。 

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

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 

  (百万円)

支払リース料 33 

減価償却費相当額 33 

  (百万円)

支払リース料 38 

減価償却費相当額 38 

  (百万円)

支払リース料 70 

減価償却費相当額 70 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっている。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

   

  

  

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はない。 

  

  



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（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 

 （注） 当中間連結会計期間においては、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行っていない。 

なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

すべて減損処理を行い、30％以上50％未満下落した場合には期末時点で過去２年間その状態にあり、かつ発行

会社が２期連続損失で翌期も損失が予想される時に「著しく下落した」と判断し減損処理を行うこととしてい

る。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（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 

 （注） 当中間連結会計期間においては、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行っていない。 

なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

すべて減損処理を行い、30％以上50％未満下落した場合には期末時点で過去２年間その状態にあり、かつ発行

会社が２期連続損失で翌期も損失が予想される時に「著しく下落した」と判断し減損処理を行うこととしてい

る。 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 246 810 563 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 246 810 563 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 216 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 247 1,050 802 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 247 1,050 802 



２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度末（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 

 （注） 当連結会計年度においては、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行っていない。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理

を行い、30％以上50％未満下落した場合には期末時点で過去２年間その状態にあり、かつ発行会社が２期連続

損失で翌期も損失が予想される時に「著しく下落した」と判断し減損処理を行うこととしている。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 216 

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 246 933 686 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 246 933 686 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 216 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在） 

当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

中間期末残高がないため、該当事項はない。 

  

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） 

期末残高がないため、該当事項はない。 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円) 

金利 スワップ取引 50 △0 △0 



（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）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） 

 事業種類を「伸線加工事業」及び「その他の事業」に区分しているが、「伸線加工事業」の売上高及び営業

利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超え

ているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略している。 

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） 

 当社グループは同一セグメントに属するステンレス鋼線・金属繊維・その他加工品の製造、販売を行ってお

り、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はない。 

 （注） 事業区分の方法の変更 

 事業区分の方法については、従来、「伸線加工事業」（ステンレス鋼線・金属繊維・その他加工品）

と「その他の事業」（ダイヤモンド工具）の２区分としていたが、当中間連結会計期間より、「その他

の事業」（ダイヤモンド工具）を「伸線加工事業」に集約し、単一セグメントに変更した。これは、ダ

イヤモンド工具の当社グループ外への販売が極めて僅少となり、その大半が当社グループ内での「伸線

加工事業」用の工具として使用されることとなったため、事業の状況をより適切に表すと判断し行った

ものである。 

  

【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） 

  
日本 

（百万円） 
タイ 

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 10,534 797 11,332 － 11,332 

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
128 560 689 (689) － 

  計 10,663 1,358 12,021 (689) 11,332 

営業費用 9,675 1,266 10,941 (687) 10,254 

  営業利益 987 91 1,079 (1) 1,077 

  
日本 

（百万円） 
タイ 

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 10,401 869 11,270 － 11,270 

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
96 478 575 (575) － 

  計 10,497 1,347 11,845 (575) 11,270 

営業費用 9,499 1,309 10,809 (579) 10,230 

  営業利益 997 37 1,035 4 1,039 



前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注） 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前中間連結会計期間17百万円、当

中間連結会計期間18百万円、前連結会計年度34百万円であり、その主なものは、親会社本社の総務部門等管理

部門に係る費用の一部である。 

【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） 

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分している。 

２．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりである。 

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

  
日本 

（百万円） 
タイ 

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 20,806 1,706 22,513 － 22,513 

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
247 1,069 1,317 (1,317) － 

  計 21,054 2,776 23,830 (1,317) 22,513 

営業費用 19,450 2,614 22,065 (1,306) 20,758 

  営業利益 1,604 161 1,765 (10) 1,754 

    東南アジア 北米 欧州 その他   計 

  Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,714  143  82  367  2,307  

  Ⅱ 連結売上高（百万円）         11,332  

  
Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
15.1  1.3  0.7  3.3  20.4  

    東南アジア 北米 欧州 その他   計 

  Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,579  151  25  328  2,085  

  Ⅱ 連結売上高（百万円）         11,270  

  
Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
14.0  1.4  0.2  2.9  18.5  

    東南アジア 北米 欧州 その他   計 

  Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,475  293  131  622  4,523  

  Ⅱ 連結売上高（百万円）         22,513  

  
Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
15.4  1.3  0.6  2.8  20.1  

(1）東南アジア…… タイ、香港、台湾、マレーシア、シンガポール 

(2）北米…………… 米国 

(3）欧州…………… フランス、イギリス 

(4）その他………… 中国、韓国 



（１株当たり情報） 

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

（重要な後発事象）  

該当事項なし。 

(2）【その他】 

 特記事項なし。 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額（円） 404.42 452.05 433.46 

１株当たり中間（当期）純

利益金額（円） 
20.90 20.06 48.74 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 

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、潜在株式が存在し

ないため記載していない。 

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、潜在株式が存在し

ないため記載していない。 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 585 561 1,382 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 18 

（うち利益処分による取締役賞与金） (－) （－） (18) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
585 561 1,364 

期中平均株式数（千株） 27,999 27,988 27,996 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

現金及び預金   1,293   2,241 2,038   

受取手形   4,444   3,936 3,940   

売掛金   2,246   2,317 2,310   

たな卸資産   2,963   3,333 3,165   

繰延税金資産   200   219 229   

その他   159   160 140   

貸倒引当金   △1   △1 △1   

流動資産合計     11,306 50.1 12,208 53.0   11,823 52.7

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産           

建物 
※1, 
※2 

2,423   2,378 2,372   

機械装置 
※1, 
※2 

3,247   3,164 3,115   

土地 ※２ 1,576   1,333 1,333   

その他 
※1, 
※2 

430   549 510   

有形固定資産合計   7,677   7,426 7,333   

無形固定資産   54   59 61   

投資その他の資産           

投資有価証券   2,179   2,419 2,302   

繰延税金資産   1,127   736 713   

その他   204   192 199   

投資その他の資産合
計 

  3,511   3,349 3,216   

固定資産合計     11,243 49.9 10,834 47.0   10,611 47.3

資産合計     22,549 100.0 23,042 100.0   22,434 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成16年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

支払手形   170   129 270   

買掛金   3,821   4,134 4,049   

短期借入金 ※２ 1,520   225 339   

未払法人税等   467   500 310   

賞与引当金   360   390 380   

その他 ※４ 474   615 588   

流動負債合計     6,814 30.2 5,995 26.0   5,938 26.5

Ⅱ 固定負債           

長期借入金 ※２ 825   1,600 1,700   

退職給付引当金   3,164   2,404 2,261   

役員退職慰労引当
金 

  82   108 100   

固定負債合計     4,072 18.1 4,112 17.9   4,062 18.1

負債合計     10,887 48.3 10,107 43.9   10,000 44.6

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     4,062 18.0 4,062 17.6   4,062 18.1

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   3,435   3,435 3,435   

資本剰余金合計     3,435 15.2 3,435 14.9   3,435 15.3

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   359   359 359   

２．任意積立金   2,571   3,661 2,571   

３．中間（当期）未処
分利益 

  904   948 1,605   

利益剰余金合計     3,835 17.0 4,969 21.5   4,536 20.2

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    334 1.5 476 2.1   407 1.8

Ⅴ 自己株式     △6 △0.0 △10 △0.0   △8 △0.0

資本合計     11,662 51.7 12,934 56.1   12,434 55.4

負債資本合計     22,549 100.0 23,042 100.0   22,434 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     10,663 100.0 10,497 100.0   21,054 100.0 

Ⅱ 売上原価     8,402 78.8 8,361 79.7   16,905 80.3

売上総利益     2,260 21.2 2,136 20.3   4,148 19.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    1,289 12.1 1,155 11.0   2,577 12.2

営業利益     971 9.1 980 9.3   1,571 7.5

Ⅳ 営業外収益 ※１   45 0.4 45 0.4   76 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２   24 0.2 24 0.2   46 0.2

経常利益     993 9.3 1,001 9.5   1,601 7.6

Ⅵ 特別利益 ※３   － － － －   980 4.6

Ⅶ 特別損失 ※４   100 0.9 25 0.2   445 2.1

税引前中間（当
期）純利益 

    892 8.4 976 9.3   2,136 10.1

法人税、住民税及
び事業税 

  443   487 581   

法人税等調整額   △83 359 3.4 △60 427 4.1 251 832 3.9

中間（当期）純利
益 

    532 5.0 549 5.2   1,303 6.2

前期繰越利益     371 399   371 

中間配当額     － －   69 

中間（当期）未処
分利益 

    904 948   1,605 

            



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

償却原価法（定額法） 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

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 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕掛

品・貯蔵品 

評価基準………原価法 

評価方法………総平均法 

(2）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

・建物(建物附属設備を除く)

は定額法 

・その他の有形固定資産は定

率法 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりである。 

建物    3～50年 

機械装置  7～15年 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

・定額法 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づ

いている。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計

上している。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）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、将来の

支給見込額のうち当中間会計

期間の負担額を計上してい

る。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の

支給見込額のうち当期の負担

額を計上している。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間会計期

間末において発生していると

認められる額を計上してい

る。 

会計基準変更時差異（1,578

百万円）については、15年に

よる按分額を費用処理してい

る。 

過去勤務債務は、その発生事

業年度に全額を処理すること

としている。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額

法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用

処理することとしている。 

(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

職給付債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上している。 

会計基準変更時差異（1,578

百万円）については、15年に

よる按分額を費用処理してい

る。 

過去勤務債務は、その発生事

業年度に全額を処理すること

としている。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額

法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用

処理することとしている。 

(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

職給付債務の見込額に基づき

計上している。 

なお、会計基準変更時差異

（1,578百万円）は、15年によ

る均等額を費用処理してい

る。 

過去勤務債務は、その発生事

業年度に全額を処理すること

としている。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額

法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用

処理することとしている。 

（追加情報） 

当社が加入していた日本冶金

工業連合厚生年金基金が平成

17年３月25日付で解散（同日

厚生労働大臣認可）したた

め、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」（企業

会計基準適用指針第１号）を

適用し、厚生年金基金制度に

係る退職給付引当金を取崩し

ている。なお、厚生年金基金

の代行部分に関する国への返

還額（最低責任準備金）は、

同厚生年金基金が加入各社の

拠出額を取りまとめて平成17

年３月30日に納付を行った。 

当期の損益に与える影響額821

百万円は特別利益に計上して

いる。 

 (4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規

程に基づく中間期末要支給額

を計上している。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えて、役員退職慰労金規程に

基づく期末要支給額を計上し

ている。 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

している。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ている。 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっている。 

同左 同左 

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 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式

によっている。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



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16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

している。これによる損益に与える影響はな

い。 

────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 

(百万円) (百万円) (百万円) 

21,360 21,087  20,974 

※２．担保の状況 

担保提供資産と 

その対応債務 

（帳簿価額） 

担保提供資産   

［工場財団］   

  (百万円)

建物 1,710 

構築物 156 

機械装置 881 

土地 1,162 

計 3,911 

    

対応債務   

  (百万円)

短期借入金に含まれ

る一年以内に返済予

定の長期借入金 

272 

長期借入金 5 

計 277 

担保提供資産   

［工場財団］   

  (百万円)

建物 1,680 

構築物  146 

機械装置  753 

土地  1,162 

計  3,742 

    

対応債務   

  (百万円)

短期借入金に含まれ

る一年以内に返済予

定の長期借入金 

 5 

計 5 

担保提供資産   

［工場財団］   

  (百万円)

建物 1,686 

構築物  153 

機械装置  807 

土地  1,162 

計  3,809 

    

対応債務   

  (百万円)

短期借入金に含まれ

る一年以内に返済予

定の長期借入金 

 45 

計 45 

 ３．保証債務 関係会社の銀行取引に対する保証

高 

関係会社の銀行取引に対する保証

高 

関係会社の銀行取引に対する保証

高 

   (百万円)

THAI SEISEN 

CO.,LTD. 
720 

  (百万円)

THAI SEISEN 

CO.,LTD. 
686 

  (百万円)

THAI SEISEN 

CO.,LTD. 
714 

※４．消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示している。 

同左 ───── 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 （百万円） （百万円） （百万円） 

受取利息 0  0  0 

受取配当金 13  16  13 

※２．営業外費用の主要項目 （百万円） （百万円） （百万円） 

支払利息 12  6  22 

※３．特別利益の主要項目 （百万円） （百万円） （百万円） 

固定資産売却益 －  －  159 

厚生年金基金解散益 －  －  821 

※４．特別損失の主要項目 （百万円） （百万円） （百万円） 

固定資産売却損 －  1  225 

固定資産除却損  99  23  219 

 ５．減価償却実施額 （百万円） （百万円） （百万円） 

有形固定資産 

無形固定資産 

計 

395 

5 

400 

 379 

 6 

 386 

 804 

 11 

 816 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

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、減損損失累計額相当額及

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 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

(有形固定
資産) 

     

その他      

工具器具
及び備品 

223 68 154 

その他 26 21 5 

(無形固定
資産)      

ソフト
ウェア 

67 20 47 

合計 317 109 207 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

(有形固定
資産) 

その他 

工具器具
及び備品 

235 105 130

その他 17 9 8

(無形固定
資産) 

ソフト
ウェア 

71 34 36

合計 324 149 175

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

(有形固定
資産) 

    

その他     

工具器具
及び備品

235 82 153

その他 18 15 3

(無形固定
資産)     

ソフト
ウェア 

71 27 44

合計 325 124 201

（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の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定している。 

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定している。 

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

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 

  (百万円)

１年内 60 

１年超 146 

 合計 207 

  (百万円)

１年内 62 

１年超 113 

 合計 175 

  (百万円)

１年内 63 

１年超 137 

 合計 201 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定

している。 

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定している。 

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

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 

  (百万円)

支払リース料 31 

減価償却費相当額 31 

  (百万円)

支払リース料 32 

減価償却費相当額 32 

  (百万円)

支払リース料 65 

減価償却費相当額 65 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっている。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

   

  

  

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はない。 

  

  



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはない。 

（重要な後発事象）  

該当事項なし。 



(2）【その他】 

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

（イ）中間配当による配当金の総額……………………97百万円 

（ロ）１株当たりの金額…………………………………３円50銭 

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成17年12月９日 

（注） 平成17年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主及び実質株主または登録質

権者に対し、支払いを行う。 



第６【提出会社の参考情報】 

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

有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第75期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月30日近畿財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項なし。 



独立監査人の中間監査報告書 

        

日本精線株式会社       

  取締役会 御中     

    平成16年12月24日   

  ナニワ監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 小河 義夫  印 

  
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 土屋 佳彦  印 

  
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 藤本 周平  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 

日本精線株式会社の平成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、日本精線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 

 （注） 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、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管している。 



独立監査人の中間監査報告書 

        

日本精線株式会社       

  取締役会 御中     

    平成17年12月26日   

  ナニワ監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 小河 義夫  印 

  
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 藤本 周平  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 

日本精線株式会社の平成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、日本精線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 

１．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。 

２．セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」の（事業区分の方法の変更）に記載のとおり、会社は、従来

「伸線加工事業」と「その他の事業」の２区分としていたが、当中間連結会計期間より「その他の事業」を「伸線加

工事業」に集約し、単一セグメントに変更している。 

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

以 上 

 （注） 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、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管している。 



独立監査人の中間監査報告書 

        

日本精線株式会社       

  取締役会 御中     

    平成16年12月24日   

  ナニワ監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 小河 義夫  印 

  
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 土屋 佳彦  印 

  
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 藤本 周平  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 

日本精線株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第75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、日本精線株式会社の平成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 

 （注） 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、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管している。 



独立監査人の中間監査報告書 

        

日本精線株式会社       

  取締役会 御中     

    平成17年12月26日   

  ナニワ監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 小河 義夫  印 

  
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 藤本 周平  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 

日本精線株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第76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、日本精線株式会社の平成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 

 （注） 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、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管している。 
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