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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75期中 第76期中 第77期中 第75期 第76期 

会計期間 

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18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

(1）連結経営指標等           

売上高（百万円） 11,332 11,270 12,653 22,513 23,014 

経常利益（百万円） 1,067 1,021 1,276 1,723 2,031 

中間（当期）純利益（百万円） 585 561 752 1,382 1,046 

純資産額（百万円） 11,322 12,651 13,930 12,150 13,247 

総資産額（百万円） 23,089 23,715 25,831 22,976 23,924 

１株当たり純資産額（円） 404.42 452.05 495.89 433.46 472.53 

１株当たり中間（当期）純利益 

金額（円） 
20.90 20.06 26.90 48.74 36.49 

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（％） 49.04 53.35 53.71 52.88 55.37 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
631 1,123 1,560 1,875 2,132 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△339 △531 △863 △453 △1,148 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△273 △340 △236 △682 △598 

現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高（百万円） 
1,619 2,599 3,235 2,351 2,758 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]（人） 

613 

[100] 

604 

[108] 

606 

[186] 

608 

[100] 

601 

[109] 

 



 （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．第77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）を適用している。

５．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75期中 第76期中 第77期中 第75期 第76期 

会計期間 

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18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

(2）提出会社の経営指標等           

売上高（百万円） 10,663 10,497 11,647 21,054 21,357 

経常利益（百万円） 993 1,001 1,235 1,601 1,967 

中間（当期）純利益（百万円） 532 549 724 1,303 1,006 

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） 11,662 12,934 13,971 12,434 13,423 

総資産額（百万円） 22,549 23,042 24,856 22,434 23,207 

１株当たり配当額（円） 2.50 3.50 4.00 6.00 7.00 

自己資本比率（％） 51.72 56.13 56.21 55.42 57.84 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]（人） 

431 

[100] 

426 

[108] 

429 

[186] 

430 

[100] 

426 

[109] 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はない。また、主要な関係会社における異動もない。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、中国江蘇省常熟市に子会社として耐素龍精密濾機（常熟）有限公司〔金属繊維の製

造販売〕を平成18年５月に設立しているが、現在のところ操業を開始していないため、連結対象会社から外してい

る。 

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18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  562［186］ 

全社（共通）  44［ －］ 

合計 606［186］ 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人）  429［186］ 



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、原油をはじめ資源価格の高騰が続いたが、好調な企業業績を背景に

設備投資が増加し、個人消費も堅調に推移するなど、景気は総じて緩やかな拡大基調で推移した。 

 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、かかる経済情

勢を反映して数量は堅調に推移したが、一方で、ニッケル価格の高騰を主因とした原材料価格の値上がりという厳

しい環境にあった。 

 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、当中間連結会計期間の売上高は

126億53百万円（前年同期比12.3％増）となった。 

 損益については、主力のステンレス鋼線が収益性を重視した販売方針を展開したこと、原材料の値上がりに対応

した販売価格の改定を推進したこと、新製品の拡販に注力したことなどにより順調に推移し、さらに金属繊維（ナ

スロン）もＩＴ関連や半導体業界向けに極めて好調であったこと、また生産部門をはじめ全社のコスト低減効果も

あり、経常利益は12億76百万円（同24.9％増）、中間純利益は７億52百万円（同34.0％増）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、ばね用材が自動車・家電向けを中心に需要が旺盛で加えてハーキ

ュリー（高強度ばね用ステンレス鋼線）などの新製品が順調に伸張し、極細線も液晶やＰＤＰ（プラズマ・ディ

スプレイ・パネル）製造プロセス向けなどの需要が回復した。一方、鋲螺用材については自動車向けは好調に推

移したものの、全般的には横ばいとなった。なお、原材料価格の値上がりを受けて販売価格の改定に努めてきた

が、比較的順調に推進することができた。一方、当社の海外向け並びに海外現地法人THAI SEISEN CO.,LTD.につ

いては、海外市場が調整局面から脱し回復基調となったことにより、数量面では概ね堅調に推移したが、原材料

価格の高騰が収益面を圧迫した。これらの結果、ステンレス鋼線の売上高は95億41百万円（同11.3％増）となっ

た。 

 金属繊維については、主力のフィルターがディスプレイ用光学フィルム向けや液晶・電子材料用の高機能樹脂

向けが当該業界の旺盛な設備投資を背景に好調に推移した。また、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）も、デジタル家電の好景気に支えられ、加えて国内をはじめ米国・韓国・台湾の大手半導

体・液晶メーカーの標準採用機種が拡大したことが寄与し大幅に増加した。この結果、金属繊維（ナスロン）の

売上高は23億29百万円（同19.8％増）となった。 

 その他加工品は、溶接棒が自動車向けなどに好調に推移したことなどにより、売上高は７億82百万円（同

4.2％増）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を展開したこと、原材料の値上がりに対応した販売価格

の改定を推進したこと、新製品の拡販に注力したことなどにより順調に推移し、さらに金属繊維（ナスロン）

もＩＴ関連や半導体業界向けに極めて好調であったこと、また生産部門をはじめ全社のコスト低減効果もあ

り、売上高は115億23百万円（同10.8％増）、営業利益は12億20百万円（同22.3％増）となった。 

②タイ 

 海外市場が調整局面から脱し回復基調となったことにより、数量面では概ね堅調に推移したが、原材料価格

の高騰が収益面を圧迫したため、売上高は11億30百万円（同30.1％増）、営業利益は40百万円（同6.4％増）

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、売上債権の増加７

億16百万円、法人税等の支払５億90百万円、有形固定資産の取得による支出５億42百万円等があったものの、税金

等調整前中間純利益12億56百万円、減価償却費４億52百万円、仕入債務の増加12億31百万円等があったため、前中

間連結会計期間末に比べ６億36百万円増加（前年同期比24.5％増）の32億35百万円となった。 

 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15億60百万円（前年同期比39.0％増）となった。これは主として、好調な業績

を背景に税金等調整前中間純利益が12億56百万円と増益となったこと、原材料価格が値上がりし仕入債務が大幅

に増加したことなどによるものである。 

（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８億63百万円（前年同期比62.4％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５億42百万円や中国現地法人への出資３億15百万円などによるものである。 

（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２億36百万円（前年同期比30.5％減）となった。これは主として、引き続き財

務体質の強化に向けての有利子負債の削減や利益配当金の支払などによるものである。 



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 9,106 8.8 

金属繊維 2,420 31.0 

その他加工品 616 11.3 

合計 12,143 12.7 

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 9,883 15.3 2,073 34.1 

金属繊維 2,369 18.5 396 28.2 

その他加工品 782 4.2 － － 

合計 13,036 15.1 2,469 33.1 

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 9,541 11.3 

金属繊維 2,329 19.8 

その他加工品 782 4.2 

合計 12,653 12.3 



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１億99百万

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レアメタル節約型高強度高耐食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 

⑥4,000ＭＰａ級高硬度合金細線の開発 

⑦超極細線の開発  

⑧高強度磁性金網材の開発 

⑨超高窒素ステンレス鋼線の開発  

(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スターリングエンジン用金属焼結体の開発 

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 

⑩燃料電池用高機能金属焼結体の開発 

(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高強度高導電性銅系合金線の開発 



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】 

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 発行可能株式総数（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18年９月30日) 

提出日現在発行数（株） 
(平成18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18年４月１日～ 

平成18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6,000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６個が含まれている。 

  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（％） 

大同特殊鋼株式会社 名古屋市東区東桜一丁目１番10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 株式会社三菱

東京ＵＦＪ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） 

1,318 4.70 

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 1,168 4.16 

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 

前尾和男 和歌山県紀の川市 493 1.75 

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 484 1.72 

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 397 1.41 

計 － 16,886 60.26 

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1,168千株 

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 484千株 

  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 － － － 

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 53,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 27,801,000 27,801 － 

単元未満株式 普通株式 167,468 － 
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 － 27,801 － 



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） 

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（％） 

日本精線株式会社 
大阪市中央区高麗

橋四丁目１番１号 
42,000 － 42,000 0.14 

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 － 53,000 － 53,000 0.18 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 664 637 529 538 522 513 

最低（円） 591 511 430 450 468 456 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

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

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成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いる。 

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

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間（平成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、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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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     2,559 3,195   2,718 

２．受取手形及び売掛
金 

※３    6,489 7,499   6,778 

３．たな卸資産     3,884 3,738   3,598 

４．繰延税金資産     226 241   245 

５．その他     163 165   100 

貸倒引当金     △1 △1   △1 

流動資産合計     13,321 56.2 14,839 57.4   13,440 56.2

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 
※1, 
※2 

2,947   2,908 2,969   

(2）機械装置及び運
搬具 

※1, 
※2 

3,315   3,397 3,118   

(3）土地 ※２ 1,605   1,648 1,631   

(4）その他 ※１ 223 8,091 249 8,202 279 7,999 

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア等   －   69 60   

(2）その他   59 59 － 69 － 60 

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   1,305   1,440 1,528   

(2）関係会社出資金   －   315 －   

(3）繰延税金資産   737   776 695   

(4）その他   200   190 199   

貸倒引当金   － 2,243 △1 2,720 － 2,423 

固定資産合計     10,394 43.8 10,992 42.6   10,483 43.8

資産合計     23,715 100.0 25,831 100.0   23,924 100.0 

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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 

※３   4,490 5,386   4,047 

２．短期借入金 ※２   879 886   886 

３．未払法人税等     505 569   591 

４．未払消費税等     39 34   58 

５．賞与引当金     390 420   420 

６．その他     602 487   507 

流動負債合計     6,908 29.1 7,784 30.1   6,511 27.2

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金     1,600 1,400   1,500 

２．繰延税金負債     － 0   3 

３．退職給付引当金     2,404 2,575   2,483 

４．役員退職慰労引当
金 

    108 140   128 

固定負債合計     4,112 17.4 4,117 16.0   4,114 17.2

負債合計     11,021 46.5 11,901 46.1   10,626 44.4

（少数株主持分）           

少数株主持分     42 0.2 － －   50 0.2

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     4,062 17.1 － －   4,062 17.0

Ⅱ 資本剰余金     3,435 14.5 － －   3,435 14.4

Ⅲ 利益剰余金     4,771 20.1 － －   5,158 21.6

Ⅳ 土地再評価差額金     191 0.8 － －   191 0.8

Ⅴ その他有価証券評価
差額金 

    476 2.0 － －   608 2.5

Ⅵ 為替換算調整勘定     △276 △1.2 － －   △196 △0.8

Ⅶ 自己株式     △10 △0.0 － －   △12 △0.1

資本合計     12,651 53.3 － －   13,247 55.4

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    23,715 100.0 － －   23,924 100.0 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     － － 4,062 15.7   － －

２．資本剰余金     － － 3,435 13.3   － －

３．利益剰余金     － － 5,788 22.4   － －

４．自己株式     － － △14 △0.0   － －

株主資本合計     － － 13,271 51.4   － －

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金 

    － － 556 2.2   － －

２．土地再評価差額金     － － 191 0.7   － －

３．為替換算調整勘定     － － △145 △0.6   － －

評価・換算差額等合
計 

    － － 602 2.3   － －

Ⅲ 少数株主持分     － － 55 0.2   － －

純資産合計     － － 13,930 53.9   － － 

負債純資産合計     － － 25,831 100.0   － － 

            



②【中間連結損益計算書】 

    
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） 

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 
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     11,270 100.0 12,653 100.0   23,014 100.0 

Ⅱ 売上原価     9,001 79.9 10,107 79.9   18,416 80.0

売上総利益     2,268 20.1 2,546 20.1   4,597 20.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   1,228 10.9 1,298 10.2   2,516 11.0

営業利益     1,039 9.2 1,247 9.9   2,081 9.0

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   0   1 1   

２．受取配当金   16   16 17   

３．仕入割引   3   4 7   

４．賃貸料収入   －   － 4   

５．移転補償金   －   22 －   

６．損害賠償金   －   14 －   

７．為替差益   2   5 1   

８．その他   4 27 0.3 5 70 0.5 5 37 0.2

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息   17   26 40   

２．売上割引   9   10 18   

３．クレーム補償代   9   1 12   

４．その他   8 45 0.4 2 41 0.3 16 88 0.4

経常利益     1,021 9.1 1,276 10.1   2,031 8.8

Ⅵ 特別損失           

１．固定資産売却損 ※２ 1   － 1   

２．固定資産除却損 ※３ 24   19 227   

３．ゴルフ会員権売却
損 

  －   － 0   

４．ゴルフ会員権評価
損 

  0 26 0.3 － 19 0.2 0 229 1.0

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    995 8.8 1,256 9.9   1,801 7.8

法人税、住民税及
び事業税 

  492   546 875   

法人税等調整額   △59 433 3.8 △43 502 4.0 △123 752 3.3

少数株主利益     0 0.0 1 0.0   2 0.0

中間（当期）純利
益 

    561 5.0 752 5.9   1,046 4.5

            



③【中間連結剰余金計算書及び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 

（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17年４月１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     3,435 3,435

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    3,435 3,435

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高     4,326 4,326

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１．中間（当期）純利益   561 561 1,046 1,046

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１．配当金   97 195

２．取締役賞与   18 115 18 213

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    4,771 5,158

      



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） 

（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る。 

 
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） 
4,062 3,435 5,158 △12 12,643 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △97   △97 

役員賞与（注）     △25   △25 

中間純利益     752   752 

自己株式の取得       △1 △1 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 629 △1 628 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
4,062 3,435 5,788 △14 13,271 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

土地再評価差額
金 

為替換算調整勘
定 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
608 191 △196 603 50 13,297 

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当（注）           △97 

役員賞与（注）           △25 

中間純利益           752 

自己株式の取得           △1 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△52 － 51 △0 5 4 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△52 － 51 △0 5 632 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
556 191 △145 602 55 13,930 



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）

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年４月１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   995 1,256 1,801

減価償却費   428 452 894

ゴルフ会員権評価損   0 － 0

退職給付引当金の増加額   142 92 221

役員退職慰労引当金の増加額   7 12 27

賞与引当金の増加額   10 － 40

貸倒引当金の増加額    － 1 －

受取利息及び受取配当金   △17 △17 △19

支払利息   17 26 40

為替差損益   △0 0 △0

有形固定資産売却損   1 － 1

有形固定資産除却損   24 19 213

ゴルフ会員権売却損   － － 0

売上債権の増減額   17 △716 △229

前受金の増減額   2 12 △6

たな卸資産の増減額   △290 △110 39

その他流動資産の増減額   △36 △45 22

仕入債務の増減額   207 1,231 △275

未払消費税等の増減額   △14 △24 5

その他流動負債の増減額   △37 △33 13

役員賞与の支払額   △18 △25 △18

その他   20 21 39

小計   1,461 2,156 2,813

利息及び配当金の受取額   17 18 19

利息の支払額   △18 △22 △44

法人税等の支払額   △337 △590 △656

営業活動によるキャッシュ・フロー   1,123 1,560 2,132

 



    
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）

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

有形固定資産の取得による支出   △540 △542 △1,149

有形固定資産の売却による収入   9 － 9

無形固定資産の取得による支出   △4 △15 △12

投資有価証券の取得による支出   △1 － △1

関係会社出資金の取得による支出   － △315 －

長期貸付金の回収による収入   － 4 －

その他投資等の減少額   5 4 5

投資活動によるキャッシュ・フロー   △531 △863 △1,148

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   △27 △37 △60

長期借入金の返済による支出   △214 △100 △339

自己株式の純増加額   △1 △1 △4

配当金の支払額   △97 △97 △194

財務活動によるキャッシュ・フロー   △340 △236 △598

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △3 15 22

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   247 476 407

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   2,351 2,758 2,351

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 2,599 3,235 2,758

    



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） 

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） 

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 

当該非連結子会社は、耐素龍

精密濾機（常熟）有限公司で

ある。 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社、耐素龍精密濾機

（常熟）有限公司は小規模であ

り、総資産、売上高、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

は、いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていない

ためである。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

該当なし。 

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。 

持分法を適用していない非連結子

会社〔耐素龍精密濾機（常熟）有

限公司〕及び関連会社〔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。 

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 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

主として移動平均法によ

り算定） 

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デリバティブ 

────── 

②デリバティブ 

時価法 

②デリバティブ 

同左 

 ③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 

③たな卸資産 

同左 

③たな卸資産 

同左 

 



  
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） 

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） 

 (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） 

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） 

 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、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（当初

1,578百万円、年金基金解散

時８百万円）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

（当初1,578百万円、年金基金

解散時８百万円）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。 

 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。 

 



  
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） 

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） 

 (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 

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、換算差額は純

資産の部における為替換算調

整勘定及び少数株主持分に含

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 

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)重要なヘッジ会計の方法 

──────  

(ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

為替予約については、振当処

理の要件を満たしているた

め、振当処理によっている。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

当中間連結会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段と

ヘッジ対象は以下のとおりで

ある。  

ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…製品輸出によ

る外貨建金銭

債権 

③ヘッジ方針 

為替変動リスクを一定の範囲

内でヘッジしている。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約については振当処理

によっているため、有効性の

評価を省略している。 

(ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計

を適用したヘッジ手段とヘッ

ジ対象は以下のとおりであ

る。  

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

  

  

③ヘッジ方針 

同左 

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

 (ト)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。 

(ト)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 

(ト)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 



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  

表示方法の変更 

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） 

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） 

（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。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、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。 

────── （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）を適用している。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

13,874百万円である。 

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いる。 

────── 

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） 

────── （中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間の無形固定資産の「その他」は、

当中間連結会計期間より、科目名を「ソフトウェア等」

に変更した。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

項目 
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18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) 

 22,612 22,449        22,110 

※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  1,680 

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 1,628 

構築物 134 

機械装置  654 

土地      1,162 

計 3,580 

    

対応債務   

────── 

担保提供資産  

［工場財団］  

  (百万円)

建物 1,654 

構築物  138 

機械装置  697 

土地      1,162 

計      3,652 

    

対応債務   

──────  

※３．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、当中間連結

会計期間の末日が金融機関の休日

であったが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理している。当

中間連結会計期間末日満期手形の

金額は、次のとおりである。 

  受取手形       670百万円 

支払手形         0百万円 

────── 

項目 
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） 

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） 

※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 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  35

賞与引当金繰入額  132

退職給付引当金繰入額  62

役員退職慰労引当金繰

入額 

 21

運搬費  150

従業員給料手当  319

(百万円)

減価償却費  50

賞与引当金繰入額  136

退職給付引当金繰入額  116

役員退職慰労引当金繰

入額 

 39

運搬費  285

従業員給料手当  647

※２．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)

車両運搬具  1 

※３．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  13

建物他  10

  (百万円)

機械装置  11

建物他  8

  (百万円)

機械装置   197

建物他  29



（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,048株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

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

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 28,021,468 － － 28,021,468 

合計 28,021,468 － － 28,021,468 

自己株式     

普通株式（注） 38,954 3,048 － 42,002 

合計 38,954 3,048 － 42,002 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 97 3.5 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月９日 

取締役会 
普通株式 111 利益剰余金 4.0 平成18年９月30日 平成18年12月８日

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） 

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） 

※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） 

  (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 3,195 

流動資産・その他勘定(ＭＭＦ) 40 

現金及び現金同等物    3,235 

  (百万円)

現金及び預金勘定 2,718 

流動資産・その他勘定(ＭＭＦ) 40 

現金及び現金同等物    2,758 



（リース取引関係） 

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） 

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） 

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、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、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、減損損失累計額相当額及

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 

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)

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 

217 131 85

その他 11 5 6

(無形固定
資産) 

ソフト
ウェア 

79 49 29

合計 308 186 121

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

217 109 107

その他 21 13 8

(無形固定
資産) 

    

ソフト
ウェア 

74 41 33

合計 314 165 149

（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等 

未経過リース料期末残高相当額 

  (百万円)

１年内 74 

１年超 129 

 合計 204 

  (百万円)

１年内 60 

１年超 60 

 合計 121 

  (百万円)

１年内 61 

１年超 87 

 合計 149 

（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、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、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、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 

  (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 31 

減価償却費相当額 31 

  (百万円)

支払リース料 72 

減価償却費相当額 72 

(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。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

前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。 

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18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 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 

  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） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 247 1,184 937 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 247 1,184 937 



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18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 

（デリバティブ取引関係） 

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） 

中間期末残高がないため、該当事項はない。 

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） 

当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はない。 

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） 

当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はない。 

  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 247 1,272 1,024 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 247 1,272 1,024 

  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 



（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。 

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） 

 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。 

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） 

 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、当連結会計年度より、「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） 

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） 

 （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18百万円、当

中間連結会計期間20百万円、前連結会計年度36百万円であり、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。 

  
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 

  
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 11,523 1,130 12,653 － 12,653 

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
124 503 628 (628) － 

  計 11,647 1,634 13,281 (628) 12,653 

営業費用 10,427 1,593 12,021 (615) 11,406 

  営業利益 1,220 40 1,260 (12) 1,247 

  
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 21,150 1,864 23,014 － 23,014 

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
207 905 1,112 (1,112) － 

  計 21,357 2,769 24,127 (1,112) 23,014 

営業費用 19,369 2,668 22,037 (1,105) 20,932 

  営業利益 1,988 101 2,089 (7) 2,081 



【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） 

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） 

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） 

 （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国又は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。 

    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） 1,791  163  47  506  2,508  

  Ⅱ 連結売上高（百万円）         12,653  

  
Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
14.1  1.3  0.4  4.0  19.8  

    東南アジア 北米 欧州 その他   計 

  Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,307  280  85  749  4,423  

  Ⅱ 連結売上高（百万円）         23,014  

  
Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
14.4  1.2  0.4  3.2  19.2  

(1）東南アジア…… タイ、香港、台湾、シンガポール、マレーシア 

(2）北米…………… 米国 

(3）欧州…………… フランス 

(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） 

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） 

１株当たり純資産額（円） 452.05 495.89 472.53 

１株当たり中間（当期）純

利益金額（円） 
20.06 26.90 36.49 

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)

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)

中間（当期）純利益（百万円） 561 752 1,046 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 25 

（うち利益処分による取締役賞与金） （－） （－） (25) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
561 752 1,021 

期中平均株式数（千株） 27,988 27,981 27,986 



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17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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   2,241   2,655 2,422   

２．受取手形 ※４ 3,936   4,180 3,996   

３．売掛金   2,317   2,977 2,518   

４．たな卸資産   3,333   3,264 3,054   

５．繰延税金資産   219   238 240   

６．その他   160   144 91   

貸倒引当金   △1   △1 △1   

流動資産合計     12,208 53.0 13,460 54.2   12,323 53.1

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 
※1, 
※2 

2,378   2,375 2,415   

(2）機械装置 
※1, 
※2 

3,164   3,261 2,970   

(3）土地 ※２ 1,333   1,333 1,333   

(4）その他 
※1, 
※2 

549   530 575   

計   7,426   7,501 7,295   

２．無形固定資産   59   69 60   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   2,419   2,554 2,642   

(2）繰延税金資産   736   776 694   

(3）その他   192   496 191   

貸倒引当金   －   △1 －   

計   3,349   3,825 3,528   

固定資産合計     10,834 47.0 11,395 45.8   10,884 46.9

資産合計     23,042 100.0 24,856 100.0   23,207 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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 ※４ 129   221 119   

２．買掛金   4,134   4,869 3,803   

３．短期借入金 ※２ 225   200 200   

４．未払法人税等   500   561 584   

５．賞与引当金   390   420 420   

６．その他 ※５ 615   496 545   

流動負債合計     5,995 26.0 6,768 27.2   5,672 24.5

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   1,600   1,400 1,500   

２．退職給付引当金   2,404   2,575 2,483   

３．役員退職慰労引当
金 

  108   140 128   

固定負債合計     4,112 17.9 4,116 16.6   4,111 17.7

負債合計     10,107 43.9 10,884 43.8   9,784 42.2

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     4,062 17.6 － －   4,062 17.5

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   3,435   － 3,435   

資本剰余金合計     3,435 14.9 － －   3,435 14.8

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   359   － 359   

２．任意積立金   3,661   － 3,661   

３．中間（当期）未処
分利益 

  948   － 1,308   

利益剰余金合計     4,969 21.5 － －   5,329 23.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    476 2.1 － －   608 2.6

Ⅴ 自己株式     △10 △0.0 － －   △12 △0.1

資本合計     12,934 56.1 － －   13,423 57.8

負債資本合計     23,042 100.0 － －   23,207 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     － － 4,062 16.3   － －

２．資本剰余金           

(1）資本準備金   －   3,435 －   

資本剰余金合計     － － 3,435 13.8   － － 

３．利益剰余金           

(1）利益準備金   －   359 －   

(2）その他利益剰余
金 

                

海外投資等損失
準備金 

  －   15 －   

圧縮記帳積立金   －   81 －   

別途積立金   －   4,350 －   

繰越利益剰余金   －   1,124 －   

利益剰余金合計     － － 5,930 23.9   － － 

４．自己株式     － － △14 △0.0   － －

株主資本合計     － － 13,414 54.0   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金 

    － － 556 2.2   － －

評価・換算差額
等合計 

    － － 556 2.2   － － 

純資産合計     － － 13,971 56.2   － －

負債純資産合計     － － 24,856 100.0   － － 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１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     10,497 100.0 11,647 100.0   21,357 100.0 

Ⅱ 売上原価     8,361 79.7 9,241 79.3   17,051 79.8

売上総利益     2,136 20.3 2,405 20.7   4,305 20.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    1,155 11.0 1,203 10.4   2,351 11.0

営業利益     980 9.3 1,202 10.3   1,954 9.2

Ⅳ 営業外収益 ※１   45 0.4 53 0.5   60 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２   24 0.2 19 0.2   48 0.2

経常利益     1,001 9.5 1,235 10.6   1,967 9.2

Ⅵ 特別損失 ※３   25 0.2 16 0.1   226 1.0

税引前中間（当
期）純利益 

    976 9.3 1,218 10.5   1,740 8.2

法人税、住民税及
び事業税 

  487   538 863   

法人税等調整額   △60 427 4.1 △44 494 4.3 △129 734 3.5

中間（当期）純利
益 

    549 5.2 724 6.2   1,006 4.7

前期繰越利益     399 －   399 

中間配当額     － －   97 

中間（当期）未処
分利益 

    948 －   1,308 

            



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） 

（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る。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株
式 

株主資本
合計 資本準

備金 

資本剰
余金合
計 

利益準
備金 

その他利益剰余金 

利益剰
余金合
計 

海外投
資等損
失準備
金 

圧縮記
帳積立
金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
4,062 3,435 3,435 359 24 86 3,550 1,308 5,329 △12 12,814 

中間会計期間中の変動額            

海外投資等損失準備金の取崩

（注） 
        △6     6 －   － 

海外投資等損失準備金の取崩         △3     3 －   － 

圧縮記帳積立金の取崩（注）           △3   3 －   － 

圧縮記帳積立金の取崩           △1   1 －   － 

別途積立金の積立（注）             800 △800 －   － 

剰余金の配当（注）               △97 △97   △97 

役員賞与（注）               △25 △25   △25 

中間純利益               724 724   724 

自己株式の取得                   △1 △1 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
                      

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － － － △9 △5 800 △183 601 △1 599 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
4,062 3,435 3,435 359 15 81 4,350 1,124 5,930 △14 13,414 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価
証券評価差
額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
608 608 13,423 

中間会計期間中の変動額    

海外投資等損失準備金の取崩

（注） 
    － 

海外投資等損失準備金の取崩     － 

圧縮記帳積立金の取崩（注）     － 

圧縮記帳積立金の取崩     － 

別途積立金の積立（注）     － 

剰余金の配当（注）     △97 

役員賞与（注）     △25 

中間純利益     724 

自己株式の取得     △1 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△52 △52 △52 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△52 △52 547 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
556 556 13,971 



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

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）デリバティブ 

────── 

(2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）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 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）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 

・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  7～11年 

(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 

 (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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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（当初

1,578百万円、年金基金解散

時８百万円）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

（当初1,578百万円、年金基金

解散時８百万円）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。 

 (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．ヘッジ会計の方法 ──────  (1）ヘッジ会計の方法 

為替予約については、振当処

理の要件を満たしているた

め、振当処理によっている。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

当中間会計期間にヘッジ会計

を適用したヘッジ手段とヘッ

ジ対象は以下のとおりであ

る。  

ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…製品輸出によ

る外貨建金銭

債権 

(3）ヘッジ方針 

為替変動リスクを一定の範囲

内でヘッジしている。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約については振当処理

によっているため、有効性の

評価を省略している。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

当期にヘッジ会計を適用した

ヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりである。  

  

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

   

  

(3）ヘッジ方針 

同左 

  

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

前会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当期より、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。 

────── （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）を適用している。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

13,971百万円である。 

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いる。 

────── 



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17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18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) 

21,087       20,590        20,384 

※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 1,680 

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 1,628 

構築物  134 

機械装置  654 

土地       1,162 

計       3,580 

    

対応債務   

────── 

担保提供資産   

［工場財団］   

  (百万円)

建物     1,654 

構築物 138 

機械装置 697 

土地 1,162 

計 3,652 

    

対応債務   

────── 

 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. 
686 

  (百万円)

THAI SEISEN 

CO.,LTD. 
700 

  (百万円)

THAI SEISEN 

CO.,LTD. 
714 

※４．中間期末日満期手形 ────── 中間期末日満期手形の会計処理に

ついては、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったが、満

期日に決済が行われたものとして

処理している。当中間期末日満期

手形の金額は、次のとおりであ

る。 

  受取手形       670百万円 

支払手形         0百万円 

────── 

※５．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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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  16 16  17 

※２．営業外費用の主要項目 （百万円） （百万円） （百万円） 

支払利息  6 6  11 

※３．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 － 1 

固定資産除却損   23  16  224 

 ４．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 

 379 

 6 

 386 

398 

6 

405 

 789 

13 

802 



（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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,048株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式（注） 38,954 3,048 － 42,002 

合計 38,954 3,048 － 42,002 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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、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、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、減損損失累計額相当額及

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 

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)

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 

217 131 85

その他 6 2 4

(無形固定
資産) 

ソフト
ウェア 

79 49 29

合計 303 183 120

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

217 109 107

その他 17 11 6

(無形固定
資産)     

ソフト
ウェア 

74 41 33

合計 309 162 146

（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等 

未経過リース料期末残高相当額 

  (百万円)

１年内 62 

１年超 113 

 合計 175 

  (百万円)

１年内 59 

１年超 60 

 合計 120 

  (百万円)

１年内 60 

１年超 86 

 合計 146 

（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、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、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、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 

  (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 31 

減価償却費相当額 31 

  (百万円)

支払リース料 64 

減価償却費相当額 64 

(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。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について）  

同左 



（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18年11月９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……………………111百万円 

（ロ）１株当たりの金額…………………………………４円00銭 

（ハ）支払請求権の効力発生日及び支払開始日…………平成18年12月８日 

（注） 平成18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76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18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、日本精線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。 

 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。 



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18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18年４月１日から平成19年３月31日までの第77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、日本精線株式会社の平成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。 

 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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