
【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成18年12月15日

【中間会計期間】 第125期中（自 平成18年4月1日  至 平成18年9月30日）

【会社名】 日本冶金工業株式会社

【英訳名】 Ｎｉｐｐｏｎ Ｙａｋｉｎ Ｋｏｇｙｏ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 治 雍 一

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目5番8号

【電話番号】 （０３）３２７２-１５１１（代表）

【事務連絡者氏名】 経理部長     久保田 尚 志

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目5番8号

【電話番号】 （０３）３２７３-３６１３（代表）

【事務連絡者氏名】 経理部長     久保田 尚 志

【縦覧に供する場所】 日本冶金工業株式会社大阪支店

(大阪市中央区高麗橋四丁目１番１号)

日本冶金工業株式会社名古屋支店

(名古屋市中区栄二丁目３番６号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 



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１２３期中 第１２４期中 第１２５期中 第１２３期 第１２４期

会 計 期 間
 自平成16年4月１日 自平成17年4月１日 自平成18年4月１日 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 至平成18年9月30日 至平成17年3月31日 至平成18年3月31日

(1) 連結経営指標等         

売上高  (百万円) 73,959  75,947 82,284 158,144  148,987

経常利益 (百万円)  7,559   6,832 5,910 17,216   10,730

中間(当期)純利益 (百万円)  6,426   3,504 4,803 22,551   5,980

純資産額 (百万円) 13,748  36,844 44,327 34,154  39,630

総資産額 (百万円) 162,616  166,244 172,544 167,880  163,427

１株当たり純資産額  (円)  △ 15.04  238.99 335.21 207.23  266.49

１株当たり中間（当期）         
純利益金額 (円)   77.19   38.34 48.51 255.81   62.43
潜在株式調整後１株当たり        
中間（当期）純利益金額  (円)  51.58  29.71 37.87 175.28  50.16

自己資本比率  (％)  8.5  22.2 25.4 20.3  24.2

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー

(百万円) 4,894  2,832 3,966 13,433  13,689

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー

(百万円) △ 1,816  △ 2,016 △ 2,562 △ 2,460  △ 4,564

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー

(百万円) △ 2,460  △ 3,426 1,618 △ 7,744  △ 10,546

現金及び現金同等物の        
中間期末（期末）残高 (百万円) 5,278  5,291 9,613 7,910  6,538

従業員数  (人)  2,147  2,170 2,180 2,115  2,139

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

売上高          (百万円) 55,829  58,034 63,470 120,227  112,179

経常利益 (百万円)  6,460   7,984 4,287 14,336   9,363

中間(当期)純利益 (百万円)  5,966   4,914 2,637 16,185   5,706

資本金 (百万円) 12,736  14,743 19,246 14,743  14,743

発行済株式総数 (千株)  普通株式 83,330  普通株式 91,519 普通株式 112,844 普通株式 91,519  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Ⅲ種 30,000  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) 18,833  37,352 40,186 33,277  38,270

総資産額 (百万円)  118,675   126,856 134,303 125,774   126,329

1株当たり配当額 (円)     普通株式 5.000  普通株式 5.000
     優先株式  優先株式
   －  － －  第Ⅰ種 2.228   第Ⅰ種 2.236
      第Ⅱ種 2.728   第Ⅱ種 2.736
                                         第Ⅲ種 3.228   第Ⅲ種 3.236

自己資本比率  (％)   15.9   29.4 29.9 26.5  30.3

従業員数  (人)  137  152 159 137  155

(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。

  ３．第125期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

    表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。



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18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     2,180       

(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18年9月30日現在

 従業員数(人) 159      

(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、企業収益の改善が着実に進み、久しぶりに設備投資意欲を喚起するなど、確かな景気

回復をみました。政府の経済報告では、「デフレ」の文言が削除され日本経済がデフレに戻る可能性がほぼゼロに近くな

ったことが示されており、目下、その脱却に向けて秒読みの段階に入っております。

このような状況下で当社グループは、事業環境が変化しても安定した収益を確保できる企業体質を構築するため、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」）の実行にグループ一丸となって取り組んでまい

りました。具体的には、高騰が続く原料価格に見合った販売価格の実現に努めるとともに、高機能材路線を引き続き推進

し、事業構造の改革に注力してまいりました。

上記により、当中間連結会計期間（平成18年9月中間期）の売上高は、前年同期比 8.3%増の 82,284百万円となりました。

一方、収益面におきましては、原料価格の上昇等により、営業利益が 6,770百万円（前年同期 8,186百万円）、経常利益

が 5,910百万円（前年同期 6,832百万円）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、繰延税金資産の回収可能性見直しに伴う法人税等の減少があったことから、4,803百万円（前

年同期 3,504百万円）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、特にステンレス鋼の分野で、在庫調整局面であった前連結会計年度から一変し、

欧州、米国、アジアなどの主要市場において実需が盛り上がりをみせた上に、予想を大きく上回る原料価格高騰による先

高感から、流通がこぞって材料の確保に奔走する状況となりました。

当社グループにおきましても、ＩＴ分野や設備投資関連を中心に強固な引き合いが寄せられましたが、原料価格が大幅に

上昇したことを踏まえて、原料価格に見合った適正な販売価格とすることを第一義としてその実現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、電子材料向けこ

そ低迷した推移となりましたが、エネルギー分野向けや化学機械分野向けの材料は活発な動きとなり、高耐食鋼、高耐熱

鋼の販売数量を伸ばしてまいりました。

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 6.5%増の 66,523百万円、同海外売上高は、前年同

期比 16.6%増の 15,761百万円となりました。

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 3,966百万円の収入となり、前年同期比 1,135百万円増加してお

ります。当該増加の主な要因は仕入債務の増加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、2,562百万円の支出（前

年同期 支出 2,016百万円）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、短期借入金の増加等により、 1,618百万円の収入（前年同期

 支出 3,426百万円）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 3,075百万円の増加となり、当中間連結会計

期間末残高は 9,613百万円となりました。



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  59,362 10.0     

（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   87,929 21.8 23,093  72.9  

（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   82,284 8.3     

（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、平成17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 実績 計画 中間期実績 計画     

  売    上    高   1,464     1,490 1,469 823 1,509     

  営  業  利  益    117     133 116 68 116     

  経  常  利  益    90     107 88 59 87     

  当期（中間）純利益    57     60 56 48 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、企業収益は高い

→ ポンド当たり５㌦  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の

→ １１０円／㌦  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〕

ステンレス特殊鋼業界におきましては、本年に入り、主に中国において大型新設設備が稼動を開始しており、アジア地域

での供給過剰、需給緩和の問題は、対処すべき大きな経営課題として受け止めていかなければなりません。

当社グループは中期経営計画の確実な実行を通じてさらなる飛躍への体力・体質強化（ビルドアップ）を図り、厳しい経

営環境に対応していく必要があると考えております。

また、当社は資本政策の柔軟性を高めることを目的として、平成18年10月23日開催の取締役会において、第三者割当によ

る第６回無担保転換社債型新株予約権付社債（ 6,000百万円）の発行を決議いたしました。

これによる調達資金を原資として、残っております優先株式（ 6,000百万円）の取得及び消却を予定しております。

これらの施策を推進することで、さらなる財務基盤の強化と自己資本の質的改善を追及し、企業価値のいっそうの向上を

図ってまいる所存でありますので、なにとぞ絶大なご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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ならびにその拡販における技術支援に研究開発資源を

集中しており、その活動の中心は、（株）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、

（株）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グループ各社と連携して進めており、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、中期経営計画における高機能材拡販の目標達成のため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高耐食材の世界的な需要増に対応してスーパーステンレス鋼、二相ステンレス鋼並びに高ニッケル合金のグローバルな市

 場規模について調査、分析を行い、製造・開発と販売の連携を計り、収益に寄与する。

②（株）ＹＡＫＩＮ川崎のコア技術（精錬(AOD/VOD)-連続鋳造(CC)-熱間圧延）を生かした新商品開発   

③フェロニッケル生産性におけるコストダウン実現と安定操業支援

④溶接技術を中心とす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

⑤耐食性・強度・軽量化要求に対応した二相ステンレス鋼、スーパーステンレス鋼新商品開発

⑥ＮＡＳ ブランドの浸透



  当中間連結会計期間における主な成果は以下のとおりであります。

①スーパーオーステナイト及びスーパー二相ステンレス鋼の新規商品化、高ニッケル耐食合金の60トン規模熔解から

 の連続鋳造プロセスでの生産

②復水器配管用材料、海水熱交換器、排煙脱硫装置各部材への採用等、環境・エネルギー市場の開拓

③海外市場、国内貯水槽等、水環境での二相ステンレス鋼の採用と技術の権利化 

④Ｔｉ 代替プレート熱交換器などでのスーパーステンレス鋼採用加速 

⑤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 

⑥シーズヒーター材の拡販、ガスケットへの適用

⑦ＬＮＧ船用インバー型合金で育成した技術の半導体、宇宙航空、科学分野での展開

  研究開発活動にはグループ全体で62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408百万円であります。

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。

 なお、前連結会計年度末において、実施中であった重要な設備の更新の計画のうち、当中間連結会計期間中において

継続しているものは、次のとおりであります。

              

事業の種類別セ
グメントの名称

        投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定年月 完成後の除却予定資産

会社名 所在地 設備の内容 総額 既支払額
着手 完了 名称

当中間連結会計期間末

                      （百万円） （百万円） 帳簿価額（百万円）

株式会社
YAKIN川崎

神奈川県
川崎市

ステンレス鋼板
及びその加工品

アルゴン酸素真空
精錬設備（ＡＶ

Ｓ）

        

自己資金及び
借入金

平成18年4月 平成20年1月
アルゴン酸素炉外
精錬設備（ＡＯ

Ｄ）

       

5,000 80  469

                



第４【提 出 会 社 の 状 況】

１【株 式 等 の 状 況】

 (１)【株 式 の 総 数 等】

①【株式の総数】

種    類 発行可能株式総数（株）

    普通株式    558,000,000             

 第Ⅲ種優先株式 30,000,000             

                 計              588,000,000             

（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18年9月30日) (平成18年12月15日)   登録証券業協会名            

普通株式        112,843,680      113,771,151 東京証券取引所市場第一部 －

第Ⅲ種優先株式  30,000,000     30,000,000 非上場 （注）2

計        142,843,680      143,771,151 ― －

（注）

１．「提出日現在発行数」欄には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの転換社債の転換に

  より発行されたものは含まれておりません。

２．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】

   会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

   平成18年10月23日取締役会決議

   第６回無担保転換社債型新株予約権付社債

                                       中間会計期間末現在 提出日の前月末現在

                                       （平成18年９月30日） （平成18年11月30日）

新株予約権の数                           － 55個

新株予約権の目的となる株式の種類 － 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数             － 10,202,189株

新株予約権の行使時の払込金額               － 539.1円（注１）

新株予約権の行使期間 －
自 平成18年11月８日

至 平成20年11月６日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 発行価額 － 発行価額 539.1円（注１）

の発行価格及び資本組入額                  資本組入額 － 資本組入額 （注２）

新株予約権の行使の条件 －

当社が本社債につき期限    

の利益を喪失した場合、  

または、社債権者の請求  

により本社債を繰上償還  

する場合には、本新株予  

約権を行使することはで  

きない。また本新株予約  

権の一部行使はできない。   

新株予約権の譲渡に関する事項 －

本新株予約権付社債は      

会社法第254条第2項本文  

及び第3項本文の定めに  

より本社債または本新株  

予約権の一方のみを譲渡  

することはできない。      

代用払込みに関する事項 － －

（注）１①本新株予約権付社債の発行後、毎月第４金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、

     転換価額は、決定日まで（当日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値のない日は除き、

     決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とする。以下「

     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社普通株式の普通取引の毎

     日の終値（気配表示を含む。）の平均値の92％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位を切り捨てる。以下「修正後転換価額」という。）に修正される。

     なお、時価算定期間内に、下記②で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後転

     換価額は、本新株予約権付社債の社債要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。

     ただし、かかる算出の結果、修正後転換価額が319.5円（以下「下限転換価額」という。

     ただし、下記②による調整を受ける。）を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額

     とし、修正後転換価額が958.5円（以下「上限転換価額」という。ただし、下記②による調整

     を受ける。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。

    ②転換価額の調整

     当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社普通株式の時価を下回る発行価額または

     処分価額をもって当社普通株式を発行または処分する場合（ただし、当社普通株式に転換さ

     れる証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株

     予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使による場合を除く。）には、次に

     定める算式をもって転換価額を調整する。なお、次式において、「既発行株式数」は、当社

     の発行済普通株式数から、当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。

既発行株式数＋
交付株式数×１株当たりの払込金額

調整後転換価額＝調整前転換価額×
時 価

既発行株式数＋交付株式数

   ２．本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合においては、会社計算規則第40条

     第１項に従い算出される資本金等増加限度額中、当該額に0.5を乗じた額を資本金として

     計上し（計算の結果、１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとす

     る。）、その残額を資本準備金として計上する。



 (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18年4月1日～   
21,325

   
142,844

    
4,503 19,246 △ 6,306 4,497

 
平成18年9月30日           

（注）１．発行済株式総数の増加 21,325千株及び資本金の増加 4,503百万円は、転換社債型新株予約権

     付社債の転換による増加であります。

   ２．資本準備金の減少 △6,306百万円は、転換社債型新株予約権付社債の転換による増加（

     4,497百万円）及び平成18年6月29日の定時株主総会の決議による、会社法第448条第１項の

     規定に基づく資本準備金の減少（△10,803百万円）によるものであります。

 (４)【大株主の状況】

①【普通株式】

平成18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(％)

 

 
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 14,571 12.91  

 
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 7,644 6.77  

 
資産管理サービス信託銀行
株式会社

東京都中央区晴海一丁目８番12号 4,510 4.00  

 野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町二丁目２番２号 4,454 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 4,116 3.65  

 三菱ＵＦＪ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 2,594 2.30  

 
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

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 
LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM

2,149 1.90  

 
（常任代理人 株式会社三菱
東京ＵＦＪ銀行）

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 
カストディ業務部）

  

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 2,118 1.88  

 
ザバンクオブニューヨーク
ノントリーティージャスデ
ックアカウント

GLOBAL CUSTODY, 32ND FLOOR ONE WALL 
STREET, NEW YORK NY 10286, U.S.A

1,814 1.61  

 
（常任代理人 株式会社三菱
東京ＵＦＪ銀行）

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 
カストディ業務部）

  

 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 1,695 1.50  

計 － 45,662 40.46  

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

     管理サービス信託銀行株式会社、野村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ＵＦＪ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819千株であります。

②【第Ⅲ種優先株式】

平成18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 30,000 100.00  

計 － 30,000 100.00  



(５)【議 決 権 の 状 況】

①【発行済株式】 平成18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 30,000,000 －
「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  136,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 112,255,500 224,289 －

単元未満株式
普通株式 452,180 － 一単元（500株）未満の

優先株式 － － 株式

発行済株式総数       142,843,680 － －

総株主の議決権  － 224,289 －

（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、110,500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221個が含まれて

   おりません。

②【自己株式等】 平成18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

 136,000 － 136,000 0.12  

      計                 ―     136,000 － 136,000 0.12  

（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500株 

   （議決権の数１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18年4月  ５月   ６月 ７月 ８月 ９月  

  最高（円）     623        597        517 525 535 550     

  最低（円）     516        484        428 440 415 482     

（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。

なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間

連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

（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。

なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸

表等規則に基づいて作成しております。

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17年４月１日から平成17年９月

30日まで）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18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17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から

平成18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17年9月30日現在） （平成18年9月30日現在） （平成18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    5,336 9,668  6,586  

2.受取手形及び売掛金
※1 
※3 
※4

 32,323 30,886  29,327  

3.有価証券    70 70  70  

4.たな卸資産    37,705 40,278  35,955  

5.繰延税金資産    1,417 1,221  1,384  

6.その他   1,270 1,548  1,307  

7.貸倒引当金     △730 △782   △749  

 流動資産合計    77,391 46.6 82,889 48.0  73,880  45.2

Ⅱ 固  定  資  産     

 (1) 有 形 固 定 資 産        

 1. 建物及び構築物 ※1 44,559   44,887  44,617    

 減価償却累計額  29,760  14,799 30,442 14,446 30,031  14,586  

 2. 機械装置及び運搬具 ※1 130,896  131,427 130,931   

 減価償却累計額  107,584  23,312 108,103 23,324 107,414  23,516  

 3. 土 地 ※1      41,739 41,995   41,912  

 4. 建設仮勘定    1,219 863  558  

 5. その他  6,860  6,838 6,787   

 減価償却累計額  5,887  973 5,838 999 5,809  978  

 有形固定資産合計       82,042  81,627    81,551   

 (2) 無 形 固 定 資 産        

 1. 連結調整勘定   52 －  33  

 2. のれん   － 14  －  

 3. その他    497 451   576  

 無形固定資産合計   549  466   609   

 (3)投資その他の資産     

 1. 投資有価証券 ※1  4,411 5,757  5,634  

 2. 繰延税金資産   823 804  807  

 3. その他   2,114 2,004  1,947  

 4. 貸倒引当金   △ 1,085 △ 1,002  △ 1,002  

 投資その他の資産合計    6,262  7,563   7,387   

 固定資産合計    88,853 53.4 89,655 52.0  89,546  54.8

 資 産 合 計    166,244 100.0 172,544 100.0  163,427  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17年9月30日現在） （平成18年9月30日現在） （平成18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 ※4  18,883 23,416  19,592  

2.短期借入金 ※1  51,231 50,026  46,190  

3.一年内期限の長期借入金 ※1  3,984 4,115  3,967  

4.未払法人税等    2,033 1,948  2,169  

5.未払消費税等    196 289  85  

6.賞与引当金   1,271 1,464  1,448  

7.役員賞与引当金   － 32  －  

8.その他   5,017 5,175  4,937  

 流動負債合計    82,615 49.7 86,465 50.1  78,388  48.0

Ⅱ 固  定  負  債      

1.社債    220 220  220  

2.長期借入金 ※1  22,936 19,190  20,879  

3.繰延税金負債    10,000 9,098  10,318  

4.
再評価に係る繰延税金
負債

   2,334 2,687  2,687  

5.退職給付引当金    10,681 10,375  10,621  

6.その他    144 183  170  

 固定負債合計    46,315 27.8 41,752 24.2  44,895  27.5

 負債合計    128,930 77.5 128,217 74.3  123,283  75.5

（少数株主持分）      

 少数株主持分   470 0.3 －   514  0.3

（資 本 の 部）      

Ⅰ 資本金    14,743 8.9 －  14,743  9.0

Ⅱ 資本剰余金    10,803 6.5 －  10,803  6.6

Ⅲ 利益剰余金    6,674 4.0 －  9,149  5.6

Ⅳ 土地再評価差額金    3,392 2.0 －  3,048  1.9

Ⅴ その他有価証券評価差額金   1,269 0.8 －  1,869  1.1

Ⅵ 為替換算調整勘定   △ 10 △0.0 －  48  0.0

Ⅶ 自 己 株 式   △ 26 △0.0 －  △29  △0.0

 資 本 合 計    36,844 22.2 －  39,630  24.2

 
負債、少数株主持分及び
資 本 合 計

   166,244 100.0 －   163,427  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17年9月30日現在） （平成18年9月30日現在） （平成18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
(％)

（純資産の部）      

Ⅰ 株 主 資 本         

1.資本金    － 19,246 11.2  －  

2.資本剰余金   － 6,300 3.6  －  

3.利益剰余金    － 13,221 7.7  －  

4.自己株式    － △ 36 △0.0  －  

 株主資本合計    － 38,731 22.5  －   

Ⅱ 評 価・換 算 差 額 等         

1.その他有価証券評価
差額金

   － 1,614 0.9  －  

2.繰延ヘッジ損益   － 285 0.2  －  

3.土地再評価差額金    － 3,049 1.8  －  

4.為替換算調整勘定    － 103 0.0  －  

 評価・換算差額等合計    － 5,050 2.9  －   

Ⅲ 少 数 株 主 持 分   － 546 0.3  －  

 純資産合計    － 44,327 25.7  －   

 負債純資産合計    －  172,544 100.0  －   

                                              



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17年4月１日 (自 平成18年4月１日 (自 平成17年4月１日

      至 平成17年9月30日)   至 平成18年9月30日)   至 平成18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    75,947 100.0 82,284 100.0  148,987  100.0

Ⅱ 売 上 原 価    61,028 80.4 68,812 83.6  122,876  82.5

 売上総利益   14,919 19.6 13,472 16.4  26,111  17.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  6,733 8.8 6,702 8.1  12,811  8.6

 営業利益    8,186 10.8 6,770 8.3  13,300  8.9

Ⅳ 営 業 外 収 益      

1.受取利息   17  20 36   

2.受取配当金   31  30 50   

3.賃貸料   18  18 34   

4.その他   52  117 0.1 78 147 0.2 88  208  0.1

Ⅴ 営 業 外 費 用      

1.支払利息   949  682 1,862   

2.
シンジケートローン組成
費用

  －  － 98   

3.為替差損   305  81 336   

4.その他   217  1,471 1.9 244 1,008 1.2 483  2,779  1.8

 経  常  利  益    6,832 9.0 5,910 7.3  10,730  7.2

Ⅵ 特 別 利 益      

1.過年度損益修正益 ※4 281  － 281   

2.固定資産売却益 ※2 1  0 3   

3.貸倒引当金取崩益  47  － 53    

4.その他  14  343 0.4 0 1 0.0 38  375  0.2

Ⅶ 特 別 損 失       

1.固定資産除却損   215  179 330   

2.固定資産売却損 ※3 5  2 6   

3.減損損失 ※5 921  － 921    

4.環境整備費用   －  102 －    

5.その他   85  1,226 1.6 30 313 0.4 286  1,543  1.0

 
税金等調整前中間（
当期)純利益

  5,949 7.8 5,597 6.9  9,562  6.4

 
法人税、住民税及び
事業税

 2,073    1,826  3,225     

 法人税等調整額  329  2,402 3.2 △1,065 761 0.9 282  3,507  2.4

 少数株主利益    42 0.0 33 0.0  75  0.0

 中 間(当期) 純利益    3,504 4.6 4,803 6.0  5,980  4.0

                                     



③【中間連結剰余金計算書及中間連結株主資本等変動計算書】

中間連結剰余金計算書

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

   (自 平成17年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 

    至 平成17年 9月30日)  至 平成18年 3月31日)

区  分
注記
番号

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   10,803 10,803

Ⅱ
資本剰余金中間期末（期末）
残高

 10,803 10,803

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   5,220 5,220

Ⅱ 利益剰余金増加高   

1.中間（当期）純利益   3,504 5,980

2.土地再評価差額金取崩額   △ 1,384  2,120 △ 1,384 4,596

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 配当金  667  667 667 667

Ⅳ
利益剰余金中間期末（期末）
残高

 6,674 9,149

                                   



中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）

                        株 主 資 本

                        資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

平成18年３月31日残高（百万円） 14,743 10,803 9,149 △ 29 34,665

中間連結会計期間中の変動額  

  新株の発行 4,503 4,497 － － 9,000

  剰余金の配当（注） － － △ 667  － △ 667

  役員賞与（注） － － △ 63  － △ 63

  中間純利益 － － 4,803  － 4,803

  自己株式の取得 － － － △ 9,007 △ 9,007

  自己株式の消却 － △ 9,000 － 9,000 －

  自己株式の処分 － △ 0 － 0 0

  土地再評価差額金の取崩し － － △ 1 － △ 1

株主資本以外の項目の中間連結  

会計期間中の変動額（純額） － － － － －

中間連結会計期間中の変動額  

合計（百万円） 4,503 △ 4,503 4,072 △ 7 4,065

平成18年９月30日残高（百万円） 19,246 6,300 13,221 △ 36 38,731

                        評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計 その他 繰延 土地 為替 評価・換算

 有価証券 ヘッジ 再評価 換算 差額等

                        評価差額金 損益 差額金 調整勘定 合計

平成18年３月31日残高（百万円） 1,869 － 3,048 48 4,964 514 40,144

中間連結会計期間中の変動額   

  新株の発行 － － － － － － 9,000

  剰余金の配当（注） － － － － － － △ 667

  役員賞与（注） － － － － － － △ 63

  中間純利益 － － － － － － 4,803

  自己株式の取得 － － － － － － △ 9,007

  自己株式の消却 － － － － － － －

  自己株式の処分 － － － － － － 0

  土地再評価差額金の取崩し － － 1 － 1 － －

株主資本以外の項目の中間連結   

会計期間中の変動額（純額） △ 255 285 － 55 85 32 117

中間連結会計期間中の変動額   

合計（百万円） △ 255 285 1 55 86 32 4,183

平成18年９月30日残高（百万円） 1,614 285 3,049 103 5,050 546 44,327

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。



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17年4月 1日 (自 平成18年4月 1日 (自 平成17年4月 1日 

                                  至 平成17年9月30日)  至 平成18年9月30日)  至 平成18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  5,949 5,597 9,562

 減価償却費  2,016 2,044 4,120

 減損損失  921 － 921

 連結調整勘定償却額  20 － 39

 のれん償却額  － 17 －

 役員賞与引当金の増加額又は減少額（△）  － 32 －

 退職給付引当金の増加額又は減少額（△）  △246 △246 △305

 過年度損益修正益  △281 － △281

 受取利息及び受取配当金  △48 △50 △86

 支払利息  949 682 1,862

 投資有価証券評価損  20 － 30

 固定資産売却損益（売却益：△）  4 1 2

 固定資産除却損  168 166 263

 売上債権の増加額（△）又は減少額  3,172 △1,559 6,169

 たな卸資産の増加額（△)又は減少額  △3,840 △4,324 △2,090

 仕入債務の増加額又は減少額(△)  △567 3,825 142

 前受金の増加額又は減少額（△）  △843 235 △177

 役員賞与の支払額  － △63 －

 その他  △252 337 △308

   小   計       7,143 6,695 19,864

 利息及び配当金の受取額   48 50 86

 利息の支払額   △1,066 △675 △1,969

 独占禁止法違反課徴金の支払額   △1,108 － △1,108

 法人税等の支払額   △2,185 △2,103 △3,185

  営業活動によるキャッシュ・フロー      2,832 3,966 13,689



                                 
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17年4月 1日 (自 平成18年4月 1日 (自 平成17年4月 1日 

   至 平成17年9月30日)  至 平成18年9月30日)  至 平成18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 △13 △34

 定期預金の払戻による収入  25 7 44

 有形・無形固定資産の取得による支出  △2,035 △1,972 △4,427

 有形・無形固定資産の売却による収入  8 1 30

 投資有価証券の取得による支出  △6 △556 △234

 その他   3 △28 58

  投資活動によるキャッシュ・フロー      △2,016 △2,562 △4,564

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（△)  △1,143 3,836 △6,184

 長期借入金による収入  369 500 489

 長期借入金の返済による支出  △1,987 △2,041 △4,181

 転換社債型新株予約権付社債発行による収入  － 9,000 －

 自己株式取得による支出  － △9,007 －

 配当金の支払額  △660 △663 △662

 その他  △5 △8 △8

  財務活動によるキャッシュ・フロー      △3,426 1,618 △10,546

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額      △9 52 48

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額（減少：△)      △2,619 3,075 △1,372

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高      7,910 6,538 7,910

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高   5,291 9,613 6,538

                                               

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17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18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、売上高

 であり、合計の総資産、売上高、中間   、当期純損益（持分に見合う額）及

 純損益（持分に見合う額）及び利益剰   び利益剰余金（持分に見合う額）等

 余金（持分に見合う額）等は、いずれ   は、いずれもそれぞれ小規模であり

 も中間連結財務諸表に重要な影響を及   、全体として連結財務諸表に重要な

 ぼしていないため、連結の範囲に含め   影響を及ぼしていないため、連結の

 ておりません。    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

（イ)当中間連結会計期間において持  同左 （イ)当連結会計年度において持分法

 分法適用会社はありません。   適用会社はありません。

   

（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

 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．連結子会社の事業年度等に関

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17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18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  …主として中間決算日の市場価格等   …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    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   純資産直入法により処理し、売却   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   原価は主として移動平均法により   主として移動平均法により算定し

  定しております。）   算定しております。）   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17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18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    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

 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  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  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

 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  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

 ります。  ります。  す。

  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   過去勤務債務及び数理計算上の差

 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  異は、その発生年度において一括償

 却しております。  却しております。  却しております。

(追加情報）   

  当社グループは数理計算上の差異   

 の費用処理方法について、前連結会   

 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役員賞与引当金  

    当社及び国内連結子会社は役員賞与

   の支出に備えて、当連結会計年度に

   おける支給見込額の当中間連結会計

   期間負担額を計上しております。

────── （会計方針の変更） ────── 

   当中間連結会計期間より、「役員賞

   与に関する会計基準」（企業会計基

   準第４号 平成17年11月29日）を適用

   しております。

    これにより営業利益、経常利益及び

   税金等調整前中間純利益は、それぞ

   れ32百万円減少しております。

                                                      



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17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18年３月31日)

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  同左 同左

 しております。なお為替予約につい   

 ては振当処理の要件を満たしている   

 場合は振当処理を採用しており、金   

 利スワップ取引については特例処理   

 の要件を満たしている場合は、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

 a.ヘッジ手段…為替予約取引、為替  同左 同左

              オプション取引、通  

               貨スワップ取引  

   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

                                      



                                                

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17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18年３月31日)

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17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18年３月31日)

（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）

  当中間連結会計期間より、固定資    当連結会計年度より、固定資産の

 産の減損に係る会計基準（「固定資   減損に係る会計基準（「固定資産の

 産の減損に係る会計基準の設定に関   減損に係る会計基準の設定に関する

 する意見書」（企業会計審議会 平   意見書」（企業会計審議会 平成14

 成14年８月９日））及び「固定資産   年８月９日））及び「固定資産の減

 の減損に係る会計基準の適用指針」 ──────  損に係る会計基準の適用指針」（企

 （企業会計基準適用指針第6号 平   業会計基準適用指針第6号 平成15

 成15年10月31日）を適用しておりま   年10月31日）を適用しております。

 す。これにより税金等調整前中間純   これにより税金等調整前当期純利益

 利益は921百万円減少しております。   は921百万円減少しております。

  なお、減損損失累計額については    なお、減損損失累計額については

 改正後の中間連結財務諸表規則に基   改正後の連結財務諸表規則に基づき

 づき各資産の金額から直接控除して   各資産の金額から直接控除しており

 おります。   ます。

  （貸借対照表の純資産の部の表示に関

  する会計基準）  

    当中間連結会計期間より、「貸借

   対照表の純資産の部の表示に関する

   会計基準」（企業会計基準第５号 

   平成17年12月９日）及び「貸借対照

   表の純資産の部の表示に関する会計

   基準等の適用指針」（企業会計基準

──────  適用指針第８号 平成17年12月９ ──────

   日）を適用しております。

    これまでの資本の部の合計に相当

   する金額は43,496百万円でありま

   す。

    なお、当中間連結会計期間におけ

   る中間連結貸借対照表の純資産の部

   については、中間連結財務諸表規則

   の改正に伴い、改正後の中間連結財

   務諸表規則により作成しておりま

   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17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)

 （中間連結貸借対照表）

──────   前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」とし

  て掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「の

  れん」と表示しております。

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

  前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャ  １．前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

 シュ・フロー」の「その他」に含めていました「前受金   額」として掲記されていたものは、当中間連結会計

 の増加額又は減少額」は重要性が増加したため、当中間   期間から「のれん償却額」と表示しております。

 連結会計期間より区分掲記することとしました。なお、  ２．財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式

 前中間連結会計期間の「営業活動によるキャシュ・フロ   取得による支出」は、前中間連結会計期間は「その

 ー」の「その他」に含まれる「前受金の増加額又は減少   他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が

 額」は△76百万円であります。   増したため区分掲記しております。

    なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれて

   いる「自己株式取得による支出」は、△５百万円であ

   ります。

                                                

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17年9月30日現在) (平成18年9月30日現在) (平成18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  

  7,185百万円 3,980百万円  8,421百万円 4,115百万円 7,387百万円 3,967百万円  

   (6,918) 〃 長期借入金 (8,223) 〃 長期借入金 (7,127) 〃 長期借入金  

 機械装置及び運搬具 22,936 〃  機械装置及び運搬具 19,190 〃 機械装置及び運搬具 20,879 〃   

 16,432 〃 短期借入金 20,600 〃 短期借入金 19,567 〃 短期借入金  

  (16,432) 〃 36,706 〃  (20,600) 〃 33,815 〃 (19,567) 〃 32,506 〃   

 土地 割引手形 土地 割引手形 土地 割引手形  

 35,525 〃 1,639 〃  35,294 〃 3,065 〃 35,667 〃 1,635 〃   

  (34,840) 〃  (34,981) 〃  (34,977) 〃   

 有形固定資産計  有形固定資産計 有形固定資産計    

 59,143 〃   64,315 〃 62,620 〃   

  (58,190) 〃   (63,805) 〃 (61,672) 〃   

 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   

 2,910 〃    1,979 〃  2,678 〃    

   (2,535) 〃   (1,613) 〃   (2,305) 〃   

 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   

 106  〃        121  〃   120 〃        
   計   計    計   計   計   計   

 62,158  〃  65,261  〃   66,415  〃 60,186  〃 65,419 〃 58,987  〃    
    

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 309百万円 銀行支 従業員 260百万円 銀行支 従業員 282百万円  

 払保証   払保証 払保証    

       計  309   〃       計 260   〃 計  282   〃  

  

※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 2,242百万円 この他 受取手形割引高 3,542百万円 この他 受取手形割引高 2,209百万円

   〃     〃  裏書譲渡高 606百万円   〃     〃  裏書譲渡高 363百万円   〃    〃  裏書譲渡高 315百万円

  

 ※４ 中間連結会計期間末日満期手形  

──────   中間連結会計期間末日満期手形の ──────

  会計処理については、手形交換日を  

  もって決済処理をしております。  

   なお、当中間連結会計期間の末日  

  は金融機関の休日であったため、次  

  の中間連結会計期間末日満期手形が  

  中間連結会計期間末残高に含まれて  

  おります。  

 受取手形 457百万円  

 支払手形 2,686百万円  



                                                 



（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17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18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 1,374百万円 運送費及び保管料 1,450百万円 運送費及び保管料 2,704百万円

 給料賞与等 1,423   〃 給料賞与等 1,444   〃 給料賞与等 3,165   〃  

 賞与引当金繰入額 377   〃 賞与引当金繰入額 452   〃 賞与引当金繰入額 456   〃  

 退職給付費用 162   〃 退職給付費用 124   〃 退職給付費用 305   〃  

 研究試験開発費 739   〃 研究試験開発費 395   〃 連結調整勘定償却額 39   〃  

 連結調整勘定償却額 20   〃 のれん償却額 17   〃  

  

※２ 内   訳 ※２ 内   訳 ※２ 内   訳  

 土地 －百万円 土地 0百万円 土地 －百万円

 その他無形固定資産等 1   〃 その他無形固定資産等 0   〃 建物その他 3   〃  

  

  

※３ 内   訳 ※３ 内   訳 ※３ 内   訳  

 建物その他 5百万円 建物その他 2百万円 建物その他 6百万円

  

※４ 過年度損益修正益の内訳  ※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 ──────   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   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。   正したものであります。

 

※５ 減損損失  ※５ 減損損失

  当社グループは当中間連結会計期 ──────   当社グループは当連結会計年度に

 間において、一部の遊休資産につき   おいて、一部の遊休資産につき減損

 減損損失921百万円を計上しており   損失921百万円を計上しております。

 ます。その内訳は、主に千葉県内所    その内訳は、主に千葉県内所在の

 在の遊休土地等であり、近年の地価   遊休土地等であり、近年の地価下落

 下落に伴い、当該資産の時価が帳簿   に伴い、当該資産の時価が帳簿価額

 価額に対し著しく下落していること   に対し著しく下落していることによ

 によるものであります。   るものであります。

  なお、当社グループにおきまして    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   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   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   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   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   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   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   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   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   評価額に合理的な調整を加え実施し

 ております。   ております。

                                                 



（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

  株式数（千株）   増加株式数（千株） 減少株式数（千株） 末株式数（千株）  

 発行済株式               

  普通株式    91,519     21,325 － 112,844   

  第Ⅰ種優先株式    20,000     － 20,000 －   

  第Ⅱ種優先株式    25,000     － 25,000 －   

  第Ⅲ種優先株式    30,000     － － 30,000   

  合 計    166,519     21,325 45,000 142,844   

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加 21,325千株は、転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。

   ２．第Ⅰ種優先株式および第Ⅱ種優先株式の減少 45,000千株は、会社法第156条に基づく自己株式の取得による減少

     であります。

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

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

  株式数（千株）   増加株式数（千株） 減少株式数（千株） 末株式数（千株）  

 自己株式               

  普通株式    123     13 0 136   

  第Ⅰ種優先株式    －    20,000 20,000 －   

  第Ⅱ種優先株式    －    25,000 25,000 －   

  第Ⅲ種優先株式    －    － － －  

  合 計    123     45,013 45,000 136   

（注）１．普通株式の増加 13千株は、単元未満株式の買取りによるものであり、第Ⅰ種優先株式および第Ⅱ種優先株式の

     増加 45,000千株は、会社法第156条に基づく自己株式の取得による増加であります。

   ２．第Ⅰ種優先株式および第Ⅱ種優先株式の減少 45,000千株は、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却によ

     る減少であります。

３．新株予約権等に関する事項

                       新株予約権の 新株予約権の目的となる株式の数（千株） 当中間連結会計

 区 分  新株予約権の内訳 目的となる 前連結会計 当中間連結 当中間連結 当中間連結 期間末残高

                       株式の種類 年度末 会計期間増加 会計期間減少 会計期間末 （百万円）

提出会社 転換社債型新株予約
普通株式 － 21,325 21,325 － －

（親会社） 権付社債        

合 計 － － 21,325 21,325 － －

（注）転換社債型新株予約権付社債の増加および減少は、転換社債型新株予約権付社債の発行および転換によるものであります。

４．配当に関する事項

決 議 株式の種類
配当金の総額 １株当たり配当額

基準日 効力発生日
（百万円） （円）

 普通株式 457 5.000  

平成18年６月29日 第Ⅰ種優先株式   45   2.236
平成18年３月31日 平成18年６月29日

定時株主総会 第Ⅱ種優先株式   68   2.736

 第Ⅲ種優先株式   97   3.236         



（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17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18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

   

 現金及び預金勘定 5,336百万円 現金及び預金勘定 9,668百万円  現金及び預金勘定 6,586百万円

 預入期間が３ヶ月 △ 95 〃  預入期間が３ヶ月 △ 105 〃  預入期間が３ヶ月 △ 99 〃  

 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 50 〃  取得日から３ヶ月 50 〃 取得日から３ヶ月 50 〃  

 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 5,291 〃  現金及び現金同等物 9,613 〃 現金及び現金同等物 6,538 〃  

                                                    

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17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18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 927 362 565  機械装置及 1,886 539 1,347 機械装置及 1,696 488 1,208  

 び運搬具     び運搬具 び運搬具     

 その他   1,183 568 615  その他   1,518 690 828 その他 1,442 706 737  

 (無形固定資産）     (無形固定資産） (無形固定資産）     

 その他 151 101 50  その他 264 138 127 その他 234 119 115  

 合計 2,261 1,031 1,230  合計 3,668 1,367 2,301 合計 3,372 1,312 2,060  

 （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（百万円）  （百万円）  

 一年内 371  一年内 640 一年内 538  

 一年超  859  一年超  1,661 一年超  1,523  

 合計 1,230  合計 2,301 合計 2,060  

 （注）未経過リース料中間期末残高  （注）同左  （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   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  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 200  （１）支払リース料 341  （１）支払リース料 485  

 （２）減価償却費相当額 200  （２）減価償却費相当額 341 （２）減価償却費相当額 485  

   

 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） （減損損失について） （減損損失について）  

  リース資産に配分された減損損失  同左 同左

 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

当中間連結会計期間（平成18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 2,161百万円 4,879百万円 2,718百万円

（２）債券等   64  〃      115  〃 51  〃   
      計 2,225  〃 4,994  〃 2,769  〃

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 66百万円

前連結会計年度（平成18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 1,608百万円 4,749百万円 3,141百万円

（２）債券等   65  〃      125  〃 60  〃   
計 1,673  〃 4,874  〃 3,201  〃

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 353百万円

非上場外国株式 63百万円



（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（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。

当中間連結会計期間（平成18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18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17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年

４月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18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17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年

４月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18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

当中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18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) 13,420 299 545 13 1,484 15,761

 Ⅱ 連結売上高(百万円)   － － － － － 82,284

 Ⅲ 海外売上高の連結売上     

    高に占める割合(％）   16.3  0.4 0.7 0.0 1.8  19.2

（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17年4月1日 至平成18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) 21,325 725 646 123 2,351 25,171

 Ⅱ 連結売上高(百万円)   － － － － － 148,987

 Ⅲ 海外売上高の連結売上     

    高に占める割合(％）   14.3  0.5 0.4 0.1 1.6  16.9

（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17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18年３月31日)

  

 １株当たり純資産額 238.99円 １株当たり純資産額 335.21円 １株当たり純資産額 266.49円

  

 １株当たり中間純利益金額 38.34円 １株当たり中間純利益金額 48.51円 １株当たり当期純利益金額 62.43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
中間純利益金額

37.87円
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

50.16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17年 4月 1日 (自 平成18年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 

                           至 平成17年 9月30日)  至 平成18年 9月30日)  至 平成18年 3月31日)

 １株当たり中間（当期）純利益                         

  中間（当期）純利益    3,504百万円 4,803百万円 5,980百万円

  普通株主に帰属しない金額   －百万円 －百万円 273百万円

  普通株式に係る中間(当期)純利益   3,504百万円 4,803百万円 5,707百万円

  普通株式の期中平均株式数   91,409千株 99,014千株 91,404千株

 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               26,549千株 27,814千株 26,549千株

  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 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18年３月31日)

          

  Ⅰ．第６回無担保転換社債型新株予  当社は平成18年４月17日開催の取締

  約権付社債の発行  役会において、①資本準備金の減少

   および自己株式（優先株式）の取得

   当社は、平成18年10月23日開催の  枠の設定について、第124期定時株主

  取締役会において、第三者割当によ  総会に付議すること、②第三者割当

  る第６回無担保転換社債型新株予約  による第５回無担保転換社債型新株

  権付社債の発行を決議いたしました。  予約権付社債の発行、および転換社

  その内容につきましては以下のとお  債型新株予約権付社債に係る発行登

  りであります。  録を行うことを決議いたしました。

  １．目 的  その内容につきましては以下のと

   本転換社債型新株予約権付社債  おりであります。

  の発行は、当社が平成15年３月28 Ⅰ．資本準備金の減少

  日に発行した優先株式のうち、 １．目 的

  残存する第Ⅲ種優先株式の取得の  当社が平成15年３月に発行した

  ための資金調達並びに自己資本の 優先株式の取得を行う原資の一部

  質的改善を目的とするものであ に充てることを目的といたしま

  り、平成18年４月17日に関東財務 す。

  局宛てに提出済みの発行登録書に ２．要 領

  基づき行うものです。  会社法第448条第１項の規定に

  ２．社債の名称 基づき、資本準備金10,802,953

   日本冶金工業株式会社第６回無 ,653円について、その全額である

   担保転換社債型新株予約権付社 10,802,953,653円を減少いたしま

   債 す。資本準備金減少の効力が発生

  ３．発行価額 しますと、資本準備金は0円となり

──────   額面100円につき金100円 ます。 減少した資本準備金額は

   ４．各社債券の金額 、全額を「その他資本剰余金」に

   金１億円の１種 振り替える予定です。

  ５．発行総額 金60億円 ３．日 程

   ６．募集の方法 （１）取締役会決議日：平成18年４月17日

   第三者割当の方法により、全額 （２）株主総会決議日：平成18年６月29日

  をみずほ証券株式会社に割当てる。 （３）債権者異議申述最終期日

  ７．申込期日及び払込期日 ：平成18年７月31日

   平成18年11月７日（火） （４）資本準備金減少の効力発生日

  ８．利  率 ：平成18年８月１日

   本社債には利息を付さない。

  ９．償還期限 Ⅱ．自己株式（優先株式）の取得枠

   平成20年11月７日（金）   設定

   本新株予約権付社債の社債権者 １．理 由

  は、次項により修正された転換価  当社の優先株式は普通株式への

  額が319.5円となった日以降は、 転換価額が転換請求期間開始時に

  当社に対して償還すべき日の２週 決定する方式であるため、当該

  間前に通知を行うことにより、そ 優先株式に係る潜在株式数が確定

  の保有する社債の全部または一部 しておらず、また、優先配当金が

  を額面100円につき金100円で繰上 金利連動型になっているため、

  償還することを、当社に対して請 将来の配当負担が金利変動に左右

  求する権利を有する。 されるといった特徴があります。

  10．新株予約権に関する事項 今回の優先株式の取得及び消却

  （１）新株予約権の総数 は、このような不確実性を排除す

   各社債に付された新株予約権の ることで、当社資本政策の柔軟性

  数は１個とし合計60個の新株予約 を高める効果があるものと考えて

  権を発行する。 おります。

  （２）転換価額 ２．取得枠の内容



   当初639円とする。 （１）取得する株式の数

                                               



                                    

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17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18年３月31日)

   本新株予約権付社債の発行後、 第Ⅰ種優先株式 20,000,000株

  毎月第４金曜日（以下「決定日」 第Ⅱ種優先株式 25,000,000株

  という。）の翌取引日以降、転換 第Ⅲ種優先株式 30,000,000株

  価額は、決定日まで（当日を含む  上記取得する株式の総数は、

  。）の５連続取引日（ただし、終 第Ⅰ種乃至第Ⅲ種それぞれの優先

  値のない日は除き、決定日が取引 株式の発行済株式総数の100％で

  日でない場合には、決定日の直前 あります。

  の取引日までの５連続取引日とす （２）株式を取得するのと引換えに

  る。）の株式会社東京証券取引所 交付する金銭等の内容及びその

  における当社普通株式の普通取引 総額

  の毎日の終値（気配表示を含む。   第Ⅰ種優先株式 株式を取得す

  ）の平均値の92％に相当する金額 るのと引換えに金銭を交付し、

  （円位未満小数第２位まで算出し 総額は40億円

  、その小数第２位を切り捨てる。  第Ⅱ種優先株式 株式を取得す

  ）に修正される。 るのと引換えに金銭を交付し、

  （３）本新株予約権の行使により 総額は50億円

  株式を発行する場合における増  第Ⅲ種優先株式 株式を取得す

  加する資本金及び資本準備金 るのと引換えに金銭を交付し、

   本新株予約権の行使により当社 総額は60億円

  普通株式を発行する場合において  合算総額150億円

  は、会社計算規則第40条第1項に （３）株式を取得することができる

  従い算出される資本金等増加限度 期間

  額中、当該額に0.5を乗じた額を  平成18年６月開催予定の第124

  資本金として計上し（計算の結果 期定時株主総会に付議予定の資

  、１円未満の端数を生ずる場合は 本準備金減少にかかる効力発生

──────  、その端数を切り上げるものとす 日から、平成19年６月開催予定

   る。）、その残額を資本準備金と の定時株主総会終結の時まで。

  して計上する。 （注）上記内容については、平成

  （４）本新株予約権の行使期間 18年６月開催予定の当社第124期

  平成18年11月８日から 定時株主総会において「資本準

   平成20年11月６日まで 備金減少の件」が承認可決され

  ることを条件とします。

  Ⅱ．第６回無担保転換社債型新株予約
  権付社債の権利行使による新株へ Ⅲ．第５回無担保転換社債型新株予約

  の転換 権付社債の発行

  １．目 的

   当社が平成18年11月７日に発行した  当社が平成15年３月に発行した

    第６回無担保転換社債型新株予約権 優先株式取得のための資金調達並

   付社債（総額 60億円）につき、平成 びに自己資本の質的改善のために

   18年11月７日から平成18年11月30日 実施するものです。

   までの間に権利行使による新株への ２．社債の名称

   転換が行われました。その概要は次  日本冶金工業株式会社第５回

   のとおりであります。  無担保転換社債型新株予約権

  （１）転換社債型新株予約権付社債  付社債

  の減少額 ３．発行価額

   500百万円  額面100円につき金100円

  （２）資本金の増加額 ４．各社債券の金額

   250百万円  金１億円の１種

  （３）資本準備金の増加額 ５．発行総額 金90億円

   250百万円 ６．募集の方法

  （４）増加した株式の種類及び株数  第三者割当の方法により、金55

  普通株式 927,471株 億円をみずほ証券株式会社に、金

  35億円を三菱ＵＦＪ証券株式会社



  に割当てる。

                                               



                                    

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17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18年３月31日)

   上記以降、平成18年12月１日から ７．払込期日及び発行日

   平成18年12月４日までの間に権利行  平成18年５月８日（月）

   使による新株への転換が行われまし ８．利  率  

   た。その概要は次のとおりでありま  本社債には利息を付さない。

   す。 ９．償還期限  

  （１）転換社債型新株予約権付社債  平成20年５月８日（木）

  の減少額  本新株予約権付社債の社債権者

  1,500百万円 は、次項により修正された転換価

  （２）資本金の増加額 額が308.5円となった日以降は、

    751百万円 当社に対して償還すべき日の２週

  （３）資本準備金の増加額 間前に通知を行うことにより、

    749百万円 その保有する社債の全部または一

  （４）増加した株式の種類及び株数 部を額面100円につき金100円で繰

  普通株式 2,782,415株 上償還することを、当社に対して

  請求する権利を有する。

  10．新株予約権に関する事項

  （１）新株予約権の総数

   各社債に付された新株予約権の

  数は１個とし合計90個の新株予

  約権を発行する。

  （２）転換価額

   当初617円とする。

   本新株予約権付社債の発行後、

  毎月第４週金曜日（以下「決定

  日」という。）の翌取引日以降、

──────  転換価額は、決定日まで（当日

  を含む。）の５連続取引日（た

  だし、終値のない日は除き、決

  定日が取引日でない場合には、

  決定日の直前の取引日までの５

   続取引日とする。）の株式会社

  東京証券取引所における当社普

  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

  の92％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位を切り捨てる。）に

  修正される。

   （３）新株の発行価額中の資本組

   入れ額

   本新株予約権の行使により株式

  を発行する場合の当社普通株式

  １株の資本組入額は当該株式の

  発行価額に0.5を乗じた金額とし

  計算の結果１円未満の端数を生

   ずる場合は、その端数を切り上

  げるものとする。

  （４）行使請求期間 

   平成18年５月９日から

  平成20年５月７日まで

  
  Ⅳ．転換社債型新株予約権付社債に

  係る発行登録



  １．目 的

                                               



                                    

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17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18年３月31日)

   当社が平成15年３月に発行した

  優先株式取得のための資金調達の

  準備として発行登録を行うもので

  す。実際の発行のタイミングは、

  平成18年４月17日開催の取締役会

  において発行を決議した第５回無

  担保転換社債型新株予約権付社債

  の転換進捗状況等を踏まえて当社

  が決定します。これにより、市場

  環境や当社の財務戦略・資本政策

  を踏まえた、機動的かつ柔軟性あ

  る資金調達が可能になると考えて

  おります。

  ２．要 領

  （１）募集有価証券の種類 

   転換社債型新株予約権付社債

  （２）発行予定期間

   発行登録の効力発生予定日から

  １年を経過する日まで（平成18

  年４月25日～平成19年４月24日）

────── ────── （３）発行予定額 60億円（上限）

  （４）調達資金の使途

   当社が平成18年４月17日開催の

  取締役会において発行を決議し

   た第５回無担保転換社債型新株

  予約権付社債の発行手取金と合

  わせ、当社が平成15年３月に発

  行した当社優先株式全額の取得

   及び消却の資金に充当する予定

  ですが、平成18年６月開催予定

  の第124期定時株主総会におい

   て当該優先株式の取得に係る議

  案が承認可決されることが前提

  となります。

  （５）募集の方法

   第三者割当の方法により、上限

  60億円をみずほ証券株式会社に

  割当てる予定です。なお、当社

  と割当予定先との間で、当該新

  株予約権付社債の割当てに係る

  基本契約を締結する予定です。

                                               

（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17年9月30日現在） （平成18年9月30日現在） （平成18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  1,937  1,953 2,891  

 受取手形
※4 
※6

11,050  13,204 8,680  

 売掛金   11,819  13,992 12,104  

 たな卸資産   962  627 926  

 繰延税金資産   248  51 241  

 関係会社短期貸付金   31,962  30,175 34,343  

 関係会社未収入金   30,942  35,259 27,729  

 その他   742  792 1,213  

 貸倒引当金   △0  △0 △0  

 流動資産合計  89,660  70.7 96,053 71.5 88,127  69.8

Ⅱ 固  定  資  産    

 有 形 固 定 資 産 ※1 10,031  9,918 9,919  

 建物  3,393  3,296 3,348  

 機械及び装置   274  180 191  

 土地  6,271  6,343 6,275  

 その他   93  100 105  

 無形固定資産  65   49  163   

 投資その他の資産   27,101  28,283 28,120  

 関係会社株式   23,113  23,113 23,113  

 その他 ※2 4,427  5,611 5,447  

 貸倒引当金   △439  △441 △439  

   固定資産合計     37,196  29.3 38,250 28.5 38,202  30.2

  資 産 合 計     126,856  100.0 134,303 100.0 126,329  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17年9月30日現在） （平成18年9月30日現在） （平成18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 ※6 8,680  10,385 7,869  

 買掛金  8,713  10,238 10,421  

 短期借入金   35,100  37,500 32,500  

 一年内長期借入金   2,994  2,972 2,972  

 未払金  7,081  8,574 7,904  

 未払法人税等   1,545  1,354 1,656  

 賞与引当金   168  193 198  

 役員賞与引当金   －  32 －  

 設備支払手形   697  545 382  

 その他   1,143  1,464 1,637  

 流動負債合計  66,121  52.1 73,257 54.6 65,539  51.9

Ⅱ 固  定  負  債    

 長期借入金   19,362  16,390 17,876  

 退職給付引当金  2,262  2,225 2,245  

 繰延税金負債  1,206  1,339 1,489  

 
再評価に係る繰延税金
負債

 525  889 889  

 その他   27  18 21  

   固定負債合計     23,383  18.5 20,860 15.5 22,520  17.8

  負債合計     89,504  70.6 94,117 70.1 88,059  69.7

（資 本 の 部）    

Ⅰ 資本金   14,743  11.6 － 14,743  11.7

Ⅱ 資本剰余金      

 資本準備金  10,803  8.5 － 10,803  8.5

Ⅲ 利益剰余金        

 中間(当期)未処分利益  9,958  7.8 － 10,750  8.5

Ⅳ 土地再評価差額金  767  0.6 － 403  0.3

Ⅴ その他有価証券評価差額金  1,108  0.9 －  1,601  1.3

Ⅵ 自己株式      △ 26  △0.0 － △ 29  △0.0

   資本合計     37,352  29.4 － 38,270  30.3

  負債資本合計     126,856  100.0 －  126,329  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17年9月30日現在） （平成18年9月30日現在） （平成18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
(％)

（純 資 産 の 部）    

Ⅰ 株主資本      

 資本金   －  19,246 14.3 －   

 資本剰余金      

 資本準備金  －  4,497 －   

 その他資本剰余金  －  1,803 －   

 資本剰余金合計   －  6,300 4.7 －   

 利益剰余金      

 繰越利益剰余金  －  12,655 －   

 利益剰余金合計   －  12,655 9.4 －   

 自己株式   －  △ 36 △0.0 －   

 株主資本合計   －  38,164 28.4 －   

Ⅱ 評価・換算差額等        

 その他有価証券評価差額金   －  1,378 －   

 繰延ヘッジ損益   －  241 －   

 土地再評価差額金   －  404 －   

    評価・換算差額等合計     －  2,022 1.5 －    

   純資産合計     －  40,186 29.9 －   

  負債純資産合計     －   134,303 100.0 －   



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17年 4月 1日 (自 平成18年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 

                       至 平成17年 9月30日)  至 平成18年 9月30日)  至 平成18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  58,034  100.0 63,470 100.0 112,179 100.0

Ⅱ 売 上 原 価  47,981  82.7 55,842 88.0 97,242  86.7

 売上総利益   10,053  17.3 7,628 12.0 14,937 13.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,289  5.6 3,418 5.4 6,476  5.8

 営業利益  6,764  11.7 4,210 6.6 8,461 7.5

Ⅳ 営 業 外 収 益 ※1 2,372  4.1 755 1.2 2,987 2.7

Ⅴ 営 業 外 費 用 ※2 1,152  2.0 678 1.1 2,086  1.9

 経  常  利 益  7,984  13.8 4,287 6.7 9,363  8.3

Ⅵ 特 別 利 益 ※3 23  0.0 0 0.0 23  0.0

Ⅶ 特 別 損 失
※4 
※6

617  1.1 92 0.1 636  0.5

 
税引前中間（当期)純
利益

 7,390  12.7 4,194 6.6 8,749  7.8

 
法人税、住民税及び事業
税

 2,241  3.8 1,531 2.4 2,855  2.5

 法人税等調整額  235  0.4 27 0.0 188  0.2

 中間(当期)純利益  4,914  8.5 2,637 4.2 5,706  5.1

 前期繰越利益  6,428   －  6,428   

 土地再評価差額金取崩額  △1,384   －  △1,384   

 中間(当期)未処分利益  9,958  － 10,750  

                                              



③【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）

                  株 主 資 本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式

    

  その他 資本 その他 利益 株主資本

 資本準備金 資本 剰余金 利益剰余金 剰余金 合計

                   剰余金 合計 繰越利益剰余金 合計  

平成18年３月31日残高（百万円） 14,743 10,803 － 10,803 10,750 10,750 △ 29 36,266

中間会計期間中の変動額     

  新株の発行 4,503 4,497 － 4,497 － － － 9,000

  資本準備金の取崩し － △ 10,803 10,803 － － － － －

  剰余金の配当（注） － － － － △ 667 △ 667 － △ 667

  役員賞与（注） － － － － △ 63 △ 63 － △ 63

  中間純利益 － － － － 2,637 2,637 － 2,637

  自己株式の取得 － － － － － － △ 9,007 △ 9,007

  自己株式の消却 － － △ 9,000 △ 9,000 － － 9,000 －

  自己株式の処分 － － △ 0 △ 0 － － 0 0

  土地再評価差額金の取崩し － － － － △ 1 △ 1 － △ 1

株主資本以外の項目の中間     

会計期間中の変動額（純額） － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額     

合計（百万円） 4,503 △ 6,306 1,803 △ 4,503 1,905 1,905 △ 7 1,899

平成18年９月30日残高（百万円） 19,246 4,497 1,803 6,300 12,655 12,655 △ 36 38,164

                  評価・換算差額等

純資産合計
  その他 繰延 土地 評価・換算

  有価証券 ヘッジ 再評価 差額等

                  評価差額金 損益 差額金 合計

平成18年３月31日残高（百万円） 1,601 － 403 2,004 38,270

中間会計期間中の変動額   

  新株の発行 － － － － 9,000

  資本準備金の取崩し － － － － －

  剰余金の配当（注） － － － － △ 667

  役員賞与（注） － － － － △ 63

  中間純利益 － － － － 2,637

  自己株式の取得 － － － － △ 9,007

  自己株式の消却 － － － － －

  自己株式の処分 － － － － 0

  土地再評価差額金の取崩し － － 1 1 －

株主資本以外の項目の中間   

会計期間中の変動額（純額） △ 224 241 － 17 17

中間会計期間中の変動額   

合計（百万円） △ 224 241 1 18 1,916

平成18年９月30日残高（百万円） 1,378 241 404 2,022 40,186

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

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17年 4月 1日 (自 平成18年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 

          至 平成17年 9月30日)  至 平成18年 9月30日)  至 平成18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 子会社株式及び関連会社株式 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 同左 …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  その他有価証券  

  ① 時価のあるもの 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 …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 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 は全部純資産直入法により 部資本直入法により処理し、

  理し、売却原価は移動平均 処理し、売却原価は移動平 売却原価は移動平均法によ

  法により算定しております） 均法により算定しており り算定しております）

   ます）  

  ② 時価のないもの  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 同左 …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17年 4月 1日 (自 平成18年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 

          至 平成17年 9月30日)  至 平成18年 9月30日)  至 平成18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  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

   給付債務の見込額に基づき、当  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

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

   ていると認められる額を計上し  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

   ております。  ております。  の差異は、その発生年度におい

    過去勤務債務及び数理計算上   過去勤務債務及び数理計算上  て一括償却しております。  

   の差異は、その発生年度におい  の差異は、その発生年度におい

   て一括償却しております。  て一括償却しております。

  (追加情報）   

    当社は数理計算上の差異の費  

   用処理方法について、前事業年  

   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17年 4月 1日 (自 平成18年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 

          至 平成17年 9月30日)  至 平成18年 9月30日)  至 平成18年 3月31日)

   (4) 役員賞与引当金  

     役員賞与の支出に備えて、当

    事業年度における支給見込額の

    当中間会計期間負担額を計上し

    ております。

    （会計方針の変更）

  ──────   当中間会計期間より、「役員 ──────

    賞与に関する会計基準」（企業

    会計基準第４号 平成17年11月

    29日）を適用しております。

     これにより営業利益、経常利

    益及び税引前中間純利益は、そ

    れぞれ32百万円減少しておりま

    す。

                                              

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  同左  同左  

   採用しております。なお、為替   

   予約について振当処理の要件を   

   満たしている場合は振当処理を   

   採用しており、金利スワップ取   

   引について特例処理の要件を満   

   たしている場合は、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

  a.ヘッジ手段…為替予約取引、  同左  同左

                為替オプション  
                 取引、通貨スワ  
                 ップ取引   
     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   



                                                



         前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

項 目 (自 平成17年 4月 1日 (自 平成18年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 

          至 平成17年 9月30日)  至 平成18年 9月30日)  至 平成18年 3月31日)

  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。  

    

 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17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18年３月31日)

（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）

  当中間会計期間より、固定資産の ──────   当事業年度より、固定資産の減損

 減損に係る会計基準（「固定資産の   に係る会計基準（「固定資産の減損

 減損に係る会計基準の設定に関する   に係る会計基準の設定に関する意見

 意見書」（企業会計審議会 平成14   書」（企業会計審議会 平成14年8

 年8月9日））及び「固定資産の減損   月9日））及び「固定資産の減損に

 に係る会計基準の適用指針」（企業   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   会計基準適用指針第6号 平成15年10

 月31日）を適用しております。これ   月31日）を適用しております。これ

 により税引前中間純利益は585百万円   により税引前当期純利益は585百万円

 減少しております。   減少しております。

   なお、減損損失累計額について     なお、減損損失累計額について

 は、改正後の中間財務諸表等規則に   は、改正後の財務諸表等規則に基づ

 基づき各資産の金額から直接控除し   き各資産の金額から直接控除してお

 ております。   ります。

  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関  

────── する会計基準） ──────

   当中間会計期間より、「貸借対照  

  表の純資産の部の表示に関する会計  

  基準」（企業会計基準第5号 平成  

  17年12月9日）及び「貸借対照表の  

  純資産の部の表示に関する会計基準  

  等の適用指針」（企業会計基準適用  

  指針第8号 平成17年12月9日）を適  

  用しております。  

   これまでの資本の部の合計に相当  

  する金額は39,945百万円であります  

  。  

   なお、当中間会計期間における中  

  間貸借対照表の純資産の部について  

  は、中間財務諸表等規則の改正に伴  

  い、改正後の中間財務諸表等規則に  

  より作成しております。  
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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17年9月30日現在） （平成18年9月30日現在） （平成18年3月31日現在）

※１ 有形固定資産減価償却累計額 3,479百万円 2,251百万円 2,178百万円

  

※２ 担保資産

 その他（投資有価証券） 106百万円 121百万円 120百万円

 対応債務（関係会社の銀行借入金） 14百万円 14百万円 14百万円

  

３ 偶発債務 309百万円 260百万円 282百万円

 銀行支払保証 （被保証者） （被保証者） （被保証者）

 従業員 309百万円 従業員 260百万円 従業員 282百万円

  

※４ 受取手形割引高及び裏書譲渡高
受取手形裏書
譲渡高

252百万円
受取手形裏書
譲渡高

－百万円
受取手形裏書
譲渡高

－百万円

  

５ 消費税等の表示方法  仮払消費税等及び仮受  同左 ─────

  消費税等は相殺のうえ、

  金額的重要性が乏しいた

  め、流動負債の「その

  他」として表示しており

  ます。

  

※６ 中間期末日満期手形  ─────  中間期末日満期手形の ─────

   会計処理は、手形交換

   日をもって決済処理し

   ております。

   なお、当中間会計期間

   の末日は金融機関の休日

   であったため、次の中間

   期末日満期手形が中間期

   末残高に含まれておりま 

   す。 

  受取手形 2,392百万円

  支払手形 2,153百万円

  設備支払手形 84百万円

                                                



（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17年 4月 1日 (自 平成18年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 

                           至 平成17年 9月30日)  至 平成18年 9月30日)  至 平成18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  250百万円 147百万円 573百万円

 受取配当金  1,839百万円 304百万円 1,856百万円

※２ 営業外費用項目のうち主要な  

   もの  

 支払利息  762 百万円 498 百万円 1,474 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 0 百万円 － 百万円

 （うち土地等） （－百万円） （0百万円） （－百万円）

 投資有価証券売却益  － 百万円 － 百万円 0 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  5 百万円 92 百万円 10 百万円

 （うち土地） （5百万円） （－百万円） （－百万円）

 （うちソフトウェア等） （－百万円） （92百万円） （10百万円）

５ 減価償却実施額  

 有形固定資産  73 百万円 73 百万円 146 百万円

 無形固定資産  10 百万円 14 百万円 19 百万円

  

※６ 減損損失   当社は当中間会計期間に    当社は当事業年度におい

 おいて、一部の遊休資産に  て、一部の遊休資産につき

 つき減損損失585百万円を  減損損失585百万円を計上

 計上しております。  しております。

 その内訳は、主に千葉県内  その内訳は、主に千葉県内

 所在の遊休土地等であり、  所在の遊休土地等であり、

 近年の地価下落に伴い、当  近年の地価下落に伴い、当

 該資産の時価が帳簿価額に  該資産の時価が帳簿価額に

 対し著しく下落しているこ  対し著しく下落しているこ

 とによるものであります。  とによるものであります。

  なお、当社におきまして   なお、当社におきましは

 は、減損の兆候を判定する  、減損の兆候を判定するに

 にあたっては、原則として  あたっては、原則として、

 、事業用資産及び遊休資産 ───── 事業用資産及び遊休資産に

 に分類し、事業用資産につ  分類し、事業用資産につい

 いては各事業所単位、遊休  ては各事業所単位、遊休資

 資産については個別物件単  産については個別物件単位

 位でグルーピングを実施し  でグルーピングを実施して

 ております。また、遊休資  おります。また、遊休資産

 産の回収可能価額について  の回収可能価額については

 は正味売却価額により測定  正味売却価額により測定し

 しており、その際使用する  ており、その際使用する時

 時価の算定は、固定資産税  価の算定は、固定資産税評

 評価額に合理的な調整を加  価額に合理的な調整を加え

 え実施しております。  実施しております。

                                                



（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

                前事業年度末株式数   当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末  

   （千株）    株式数（千株）  株式数（千株）  株式数（千株）  

 自己株式               

  普通株式    123     13 0 136   

  第Ⅰ種優先株式    －     20,000 20,000 －   

  第Ⅱ種優先株式    －     25,000 25,000 －   

  第Ⅲ種優先株式    －     － － －   

  合 計    123     45,013 45,000 136   

（注）１．普通株式の増加 13千株は、単元未満株式の買取りによるものであり、第Ⅰ種優先株式および第Ⅱ種優先株式の増

     加 45,000千株は、会社法第156条に基づく自己株式の取得による増加であります。

   ２．第Ⅰ種優先株式および第Ⅱ種優先株式の減少 45,000千株は、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却による

     減少であります。
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(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17年 4月 1日 (自 平成18年 4月 1日 (自 平成17年 4月 1日 

         至 平成17年 9月30日)  至 平成18年 9月30日)  至 平成18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

288 206 83  工具器具及び
備品

365 177 188 工具器具及び
備品

265 140 125

 その他   9 1 8  その他  9 4 5 その他 9 2 6

 (無形固定資産)     (無形固定資産) (無形固定資産)   

 無形固定資産 234 117 117  無形固定資産 378 189 189 無形固定資産 331 149 182

 合 計 531 324 207  合 計 752 370 382 合 計 604 291 313

 （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 (百万円) 額 (百万円)

 一年内 91   一年内 145 一年内 127

 一年超 116  一年超 237 一年超  186

 合計 207  合計 382 合計 313

 （注）未経過リース料中間期末残  （注）同左 （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  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   が有形固定資産の期末残高等に占

 末残高等に占める割合が低いた  める割合が低いため、支払利子込

 め、支払利子込み法により算定し  み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 54  （１）支払リース料 89 （１）支払リース料 114

 （２）減価償却費相当額 54  （２）減価償却費相当額 89 （２）減価償却費相当額 114

  

   

 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）  （減損損失について） （減損損失について）

   リース資産に配分された減損  同左 同左

  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  
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（有価証券関係）

（前中間会計期間）（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。

（当中間会計期間）（平成18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18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 当中間会計期間 前事業年度

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18年３月31日)

                                               

   Ⅰ．第６回無担保転換社債型新株予約  当社は平成18年４月17日開催の取締

  権付社債の発行  役会において、①資本準備金の減少

   および自己株式（優先株式）の取得

   当社は、平成18年10月23日開催の  枠の設定について、第124期定時株主

   取締役会において、第三者割当によ  総会に付議すること、②第三者割当

   る第６回無担保転換社債型新株予約  による第５回無担保転換社債型新株

   権付社債の発行を決議いたしました  予約権付社債の発行、および転換社

   。その内容につきましては以下のと  債型新株予約権付社債に係る発行登

   おりであります。  録を行うことを決議いたしました。

  １．目 的  その内容につきましては以下のと

   本転換社債型新株予約権付社債  おりであります。

  の発行は、当社が平成15年３月28

  日に発行した優先株式のうち、 Ⅰ．資本準備金の減少

  残存する第Ⅲ種優先株式の取得の １．目 的

  ための資金調達並びに自己資本の  当社が平成15年３月に発行した

  質的改善を目的とするものであ 優先株式の取得を行う原資の一部

──────  り、平成18年４月17日に関東財務 に充てることを目的といたします。

  局宛てに提出済みの発行登録書に ２．要 領

  基づき行うものです。  会社法第448条第１項の規定に

  ２．社債の名称 基づき、資本準備金10,802,953

   日本冶金工業株式会社第６回無 ,653円について、その全額である

   担保転換社債型新株予約権付社 10,802,953,653円を減少いたしま

   債 す。資本準備金減少の効力が発生

  ３．発行価額 しますと、資本準備金は0円とな

    額面100円につき金100円 ります。減少した資本準備金額

   ４．各社債券の金額 は、全額を「その他資本剰余金」

   金１億円の１種 に振り替える予定です。

  ５．発行総額 金60億円 ３．日 程

   ６．募集の方法 （１）取締役会決議日：平成18年４月17日

   第三者割当の方法により、全額 （２）株主総会決議日：平成18年６月29日

  をみずほ証券株式会社に割当てる。 （３）債権者異議申述最終期日

  ７．申込期日及び払込期日 ：平成18年７月31日

   平成18年11月７日（火） （４）資本準備金減少の効力発生日

  ８．利  率 ：平成18年８月１日

   本社債には利息を付さない。

                                                



                                    

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18年３月31日)

  ９．償還期限 Ⅱ．自己株式（優先株式）の取得枠

   平成20年11月７日（金）   設定

   本新株予約権付社債の社債権者 １．理 由

  は、次項により修正された転換価  当社の優先株式は普通株式への

  額が319.5円となった日以降は、 転換価額が転換請求期間開始時に

  当社に対して償還すべき日の２週 決定する方式であるため、当該優

  間前に通知を行うことにより、そ 先株式に係る潜在株式数が確定し

  の保有する社債の全部または一部 ておらず、また、優先配当金が金

  を額面100円につき金100円で繰上 利連動型になっているため、将来

  償還することを、当社に対して請 の配当負担が金利変動に左右され

  求する権利を有する。 るといった特徴があります。

  10．新株予約権に関する事項 今回の優先株式の取得及び消却

  （１）新株予約権の総数 は、このような不確実性を排除す

   各社債に付された新株予約権の ることで、当社資本政策の柔軟性

  数は１個とし合計60個の新株予約 を高める効果があるものと考えて

  権を発行する。 おります。

  （２）転換価額 ２．取得枠の内容

   当初639円とする。 （１）取得する株式の数

   本新株予約権付社債の発行後、 第Ⅰ種優先株式 20,000,000株

  毎月第４金曜日（以下「決定日」 第Ⅱ種優先株式 25,000,000株

  という。）の翌取引日以降、転換 第Ⅲ種優先株式 30,000,000株

  価額は、決定日まで（当日を含む  上記取得する株式の総数は、第

──────  。）の５連続取引日（ただし、終 Ⅰ種乃至第Ⅲ種それぞれの優先

  値のない日は除き、決定日が取引 株式の発行済株式総数の100％で

  日でない場合には、決定日の直前 あります。

  の取引日までの５連続取引日とす （２）株式を取得するのと引換えに

  る。）の株式会社東京証券取引所 交付する金銭等の内容及びその

  における当社普通株式の普通取引 総額

  の毎日の終値（気配表示を含む。   第Ⅰ種優先株式 株式を取得す

  ）の平均値の92％に相当する金額 るのと引換えに金銭を交付し、

  （円位未満小数第２位まで算出し 総額は40億円

  、その小数第２位を切り捨てる。  第Ⅱ種優先株式 株式を取得す

  ）に修正される。 るのと引換えに金銭を交付し、

  （３）本新株予約権の行使により 総額は50億円

  株式を発行する場合における増  第Ⅲ種優先株式 株式を取得す

  加する資本金及び資本準備金 るのと引換えに金銭を交付し、

   本新株予約権の行使により当社 総額は60億円

  普通株式を発行する場合において  合算総額150億円

  は、会社計算規則第40条第1項に （３）株式を取得することができる

  従い算出される資本金等増加限度 期間

  額中、当該額に0.5を乗じた額を  平成18年６月開催予定の第124

  資本金として計上し（計算の結果 期定時株主総会に付議予定の資

  、１円未満の端数を生ずる場合は 本準備金減少にかかる効力発生

   、その端数を切り上げるものとす 日から、平成19年６月開催予定

   る。）、その残額を資本準備金と の定時株主総会終結の時まで。

  して計上する。 （注）上記内容については、平成

  （４）本新株予約権の行使期間 18年６月開催予定の当社第124期

  平成18年11月８日から 定時株主総会において「資本準

   平成20年11月６日まで 備金減少の件」が承認可決され

  ることを条件とします。

                                                



                                    

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18年３月31日)

  Ⅱ．第６回無担保転換社債型新株予約 Ⅲ．第５回無担保転換社債型新株予約

  権付社債の権利行使による新株へ 権付社債の発行

  の転換 １．目 的

   当社が平成15年３月に発行した

    当社が平成18年11月７日に発行した 優先株式取得のための資金調達並

   第６回無担保転換社債型新株予約権 びに自己資本の質的改善のために

   付社債（総額 60億円）につき、平成 実施するものです。

   18年11月７日から平成18年11月30日 ２．社債の名称

   までの間に権利行使による新株への  日本冶金工業株式会社第５回

   転換が行われました。その概要は次  無担保転換社債型新株予約権

   のとおりであります。  付社債

  （１）転換社債型新株予約権付社債 ３．発行価額

  の減少額  額面100円につき金100円

   500百万円 ４．各社債券の金額

  （２）資本金の増加額  金１億円の１種

   250百万円 ５．発行総額 金90億円

  （３）資本準備金の増加額 ６．募集の方法

   250百万円  第三者割当の方法により、金55

  （４）増加した株式の種類及び株数 億円をみずほ証券株式会社に、金

  普通株式 927,471株 35億円を三菱ＵＦＪ証券株式会社

  に割当てる。

   上記以降、平成18年12月１日から ７．払込期日及び発行日

   平成18年12月４日までの間に権利行  平成18年５月８日（月）

──────   使による新株への転換が行われまし ８．利  率  

   た。その概要は次のとおりでありま  本社債には利息を付さない。

    す。 ９．償還期限  

  （１）転換社債型新株予約権付社債  平成20年５月８日（木）

  の減少額  本新株予約権付社債の社債権者

  1,500百万円 は、次項により修正された転換価

  （２）資本金の増加額 額が308.5円となった日以降は、

    751百万円 当社に対して償還すべき日の２週

  （３）資本準備金の増加額 間前に通知を行うことにより、そ

    749百万円 の保有する社債の全部または一部

  （４）増加した株式の種類及び株数 を額面100円につき金100円で繰上

  普通株式 2,782,415株 償還することを、当社に対して請

  求する権利を有する。

  10．新株予約権に関する事項

  （１）新株予約権の総数

   各社債に付された新株予約権の

  数は１個とし合計90個の新株予

  約権を発行する。

  （２）転換価額

   当初617円とする。

   本新株予約権付社債の発行後、

  毎月第４週金曜日（以下「決定

  日」という。）の翌取引日以降、

   転換価額は、決定日まで（当日

  を含む。）の５連続取引日（た

  だし、終値のない日は除き、決

  定日が取引日でない場合には、

                                                



                                    

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18年３月31日)

  決定日の直前の取引日までの５

   続取引日とする。）の株式会社

  東京証券取引所における当社普

  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

  の92％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位を切り捨てる。）に

  修正される。

   （３）新株の発行価額中の資本組

   入れ額

   本新株予約権の行使により株式

  を発行する場合の当社普通株式

  １株の資本組入額は当該株式の

  発行価額に0.5を乗じた金額とし

  計算の結果１円未満の端数を生

   ずる場合は、その端数を切り上

  げるものとする。

  （４）行使請求期間 

   平成18年５月９日から

  平成20年５月７日まで

  
  Ⅳ．転換社債型新株予約権付社債に

────── ────── 係る発行登録

  １．目 的

   当社が平成15年３月に発行した

  優先株式取得のための資金調達の

  準備として発行登録を行うもので

  す。実際の発行のタイミングは、

  平成18年４月17日開催の取締役会

  において発行を決議した第５回無

  担保転換社債型新株予約権付社債

  の転換進捗状況等を踏まえて当社

  が決定します。これにより、市場

  環境や当社の財務戦略・資本政策

   を踏まえた、機動的かつ柔軟性あ

  る資金調達が可能になると考えて

  おります。

  ２．要 領

  （１）募集有価証券の種類 

   転換社債型新株予約権付社債

  （２）発行予定期間

   発行登録の効力発生予定日から

  １年を経過する日まで（平成18

  年４月25日～平成19年４月24日）

   （３）発行予定額 60億円（上限）

  （４）調達資金の使途

   当社が平成18年４月17日開催の

  取締役会において発行を決議し

   た第５回無担保転換社債型新株

                                                



                                    

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至   平成17年９月30日)   至   平成18年９月30日)   至   平成18年３月31日)

  予約権付社債の発行手取金と合

  わせ、当社が平成15年３月に発

  行した当社優先株式全額の取得

   及び消却の資金に充当する予定

  ですが、平成18年６月開催予定

  の第124期定時株主総会におい

   て当該優先株式の取得に係る議

────── ────── 案が承認可決されることが前提

  となります。

  （５）募集の方法

   第三者割当の方法により、上限

  60億円をみずほ証券株式会社に

  割当てる予定です。なお、当社

  と割当予定先との間で、当該新

  株予約権付社債の割当てに係る

  基本契約を締結する予定です。

                                                

（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) 有価証券届出書（新株予約権付社債）

平成18年4月17日 関東財務局長に提出

(2) 発行登録書（新株予約権付社債）

平成18年4月17日 関東財務局長に提出

(3) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度 第124期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 平成18年6月29日関東財務局長に提出

(4) 訂正発行登録書（新株予約権付社債）

平成18年6月29日 関東財務局長に提出

(5) 発行登録追補書類（新株予約権付社債）

平成18年10月23日 関東財務局長に提出

(6) 発行登録取下届出書（新株予約権付社債）

平成18年11月8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１８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 原 田 一 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１８年４月１日から平成１９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１８年４月１日から平成１８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、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

  当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人

に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とし

た監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間

連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

  当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の

作成基準に準拠して、日本冶金工業株式会社及び連結子会社の平成１８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１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

 重要な後発事象において、新株予約権付社債の発行及び転換に関する記載がある。

 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。



独立監査人の中間監査報告書

平成１８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 原 田 一 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１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１２５期事業年度の中間会

計期間（平成１８年４月１日から平成１８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

、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

  当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人

に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手

続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表

に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に準拠して、日本冶金工業株式会社の平成１８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１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。

追記情報

 重要な後発事象において、新株予約権付社債の発行及び転換に関する記載がある。

 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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