
【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成20年６月30日

【事業年度】 第78期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

【会社名】 日本精線株式会社

【英訳名】 Nippon Seisen Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　近藤　龍夫

【本店の所在の場所】 大阪市中央区高麗橋四丁目１番１号

【電話番号】 大阪 ６２２２局５４３１番（代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長　　若松　壮一

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区高麗橋四丁目１番１号

【電話番号】 大阪 ６２２２局５４３２番

【事務連絡者氏名】 経理部長　　若松　壮一

【縦覧に供する場所】 日本精線株式会社東京支店

（東京都中央区京橋一丁目19番８号　大野ビル）

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）

株式会社大阪証券取引所

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号）
 　（注）　東京支店は法定の縦覧場所ではないが、投資家の便宜のため縦覧

に供している。

EDINET提出書類

日本精線株式会社(E01280)

有価証券報告書

 1/78



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】

(1）連結経営指標等

回次 第74期 第75期 第76期 第77期 第78期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（百万円） 19,876 22,513 23,014 27,061 35,572

経常利益（百万円） 1,079 1,723 2,031 2,847 2,683

当期純利益（百万円） 618 1,382 1,046 1,595 1,532

純資産額（百万円） 10,877 12,150 13,247 14,908 18,805

総資産額（百万円） 22,552 22,976 23,924 28,315 35,726

１株当たり純資産額（円） 387.79 433.46 472.53 532.92 580.29

１株当たり当期純利益金額

（円）
21.45 48.74 36.49 57.02 50.76

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 48.23 52.88 55.37 52.39 52.64

自己資本利益率（％） 5.88 12.01 8.24 11.36 9.11

株価収益率（倍） 15.81 9.15 16.28 12.05 7.23

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
2,470 1,875 2,132 3,276 691

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△655 △453 △1,148 △1,679 △1,266

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△1,137 △682 △598 △455 △571

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円）
1,618 2,351 2,758 3,951 4,664

従業員数（人）

［外、平均臨時雇用者数］

620

[87]

608

[100]

601

[109]

587

[190]

703

[213]

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。

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

３．第77期より「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。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第74期 第75期 第76期 第77期 第78期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（百万円） 18,720 21,054 21,357 24,703 33,574

経常利益（百万円） 919 1,601 1,967 2,753 2,504

当期純利益（百万円） 494 1,303 1,006 1,422 1,415

資本金（百万円） 4,062 4,062 4,062 4,062 5,000

発行済株式総数（千株） 28,021 28,021 28,021 28,021 32,461

純資産額（百万円） 11,225 12,434 13,423 14,673 18,497

総資産額（百万円） 21,932 22,434 23,207 26,716 34,607

１株当たり純資産額（円） 400.24 443.58 478.83 524.51 570.78

１株当たり配当額（円）

（内１株当たり中間配当額）

4.00

(1.50)

6.00

(2.50)

7.00

(3.50)

8.00

(4.00)

10.00

(4.00)

１株当たり当期純利益金額

（円）
17.00 45.92 35.08 50.85 46.90

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 51.2 55.4 57.8 54.9 53.4

自己資本利益率（％） 4.53 11.02 7.79 10.13 8.54

株価収益率（倍） 19.94 9.71 16.93 13.51 7.82

配当性向（％） 23.53 13.06 19.95 15.73 21.32

従業員数（人）

［外、平均臨時雇用者数］

435

[87]

430

[100]

426

[109]

420

[190]

555

[213]

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。

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

３．第77期より「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。

４．第75期の１株当たり配当額には、特別配当１円を含んでいる。

５．第78期の１株当たり配当額には、合併記念配当２円を含んでいる。
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２【沿革】

昭和26年６月 ステンレス鋼線製造を目的として、大阪市旭区森小路に三信特殊線工業株式会社を設立

昭和28年５月 日本冶金工業株式会社の資本参加を得て、同社の系列に入る

昭和28年６月 大阪市旭区大宮町四丁目31番地に新工場を完成し本社を同地に移転

昭和31年10月 本社を大阪市北区梅田町47番地新阪神ビルに移転し、商号を日本精線株式会社と改称

昭和37年３月 東京・大阪両証券取引所市場第二部に株式を上場

昭和37年５月 大阪府枚方市池之宮四丁目17番１号に枚方工場を完成し、操業を開始

昭和39年10月 本社を大阪市東区高麗橋五丁目45番地（興銀ビル別館）に移転

昭和44年８月 本社を大阪府枚方市池之宮四丁目17番１号に移転

昭和51年４月 東京都中央区宝町一丁目９番地に東京支店を開設

昭和55年８月 本社を大阪市東区高麗橋五丁目45番地（興銀ビル別館）に移転

昭和59年６月 枚方工場内にナスロン・フィルター工場完成

昭和60年４月 枚方工場内に硬質線工場完成

昭和63年５月 海外現地法人THAI SEISEN CO.,LTD.をタイ国に設立（現・連結子会社）

平成６年12月 本社を大阪市中央区高麗橋四丁目１番１号に移転

平成８年９月 東京・大阪両証券取引所市場第一部銘柄に指定

平成10年６月 ＩＳＯ9001規格の認証を取得（枚方工場）

平成13年12月 枚方工場内に自動酸洗工場完成

平成15年１月 ＩＳＯ9001規格の認証を取得（本社）

平成15年11月

平成17年９月

大同特殊鋼株式会社が当社の筆頭株主となり、同社のグループに入る

ＩＳＯ14001規格の認証を取得（枚方工場） 

平成18年５月 中国江蘇省に耐素龍精密濾機（常熟）有限公司を設立（当社出資比率70％）

平成19年10月 大同ステンレス株式会社を吸収合併

EDINET提出書類

日本精線株式会社(E01280)

有価証券報告書

 4/78



３【事業の内容】

　当社グループは、当社、親会社、子会社３社、関連会社２社で構成され、ステンレス鋼線・金属繊維（ナスロン）・そ

の他加工品の製造販売を主な内容とし、当事業の構成、会社名及び事業に係る位置づけと事業部門別の関連は、次のと

おりである。

　なお、平成19年10月１日に、従来［その他の関係会社］であった大同特殊鋼㈱が［親会社］に該当し、新たに大同不

銹鋼(大連)有限公司が子会社となった。

［伸線加工事業］

ステンレス鋼線　　　：当社・大同特殊鋼㈱［親会社］・THAI SEISEN CO.,LTD.［連結子会社］・大同不銹鋼(大連)

有限公司［非連結子会社］

当社・THAI SEISEN CO.,LTD.及び大同不銹鋼(大連)有限公司が製造販売している。大同

特殊鋼㈱は当社・THAI SEISEN CO.,LTD.及び大同不銹鋼(大連)有限公司の原材料の主要購

入先であり、THAI SEISEN CO.,LTD.の製品の一部は、当社が仕入・販売している。

金属繊維（ナスロン）：当社・耐素龍精密濾機(常熟)有限公司［非連結子会社］

当社及び耐素龍精密濾機(常熟)有限公司が製造販売している。耐素龍精密濾機(常熟)有限

公司の材料については当社が販売している。

その他加工品　　　　：〈その他ステンレス鋼線二次製品〉

当社が製造販売している。

　　　　　　　　　　　　　　〈ダイヤモンド工具〉

当社・THAI SEISEN CO.,LTD.・四国研磨㈱［関連会社］・日精金網㈱［関連会社］

　当社及びTHAI SEISEN CO.,LTD.が製造販売し、四国研磨㈱及び日精金網㈱は当社で使用

するダイヤモンド工具の修理先である。なお、THAI SEISEN CO.,LTD.の製品は主に当社が

仕入れ、その材料については、当社が同社に販売している。

上記のほか、大同興業㈱は当社グループのステンレス鋼線の主要販売先であり、また原材料の購入先でもある。

事業の系統図は、次のとおりである。
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４【関係会社の状況】

(1）親会社

名称 住所
資本金

(百万円) 主要な事業の内容
議決権の被所
有割合（％）

関係内容

大同特殊鋼㈱ 名古屋市東区 37,172
特殊鋼鋼材等の製

造・販売

40.80

　（ 0.16）

・役員の兼任等あり。

・原材料の購入。

　（注）１．大同特殊鋼㈱は、有価証券報告書を提出している。

２．議決権の被所有割合の（　）内は、間接被所有割合で内数である。

(2）連結子会社

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

THAI SEISEN

CO.,LTD.

タイ国

サムットプラ

カーン県

３億20百万

バーツ
伸線加工事業 100.00

・役員の兼任等あり。

・一部材料の販売及び一部

製品の購入。

　（注）　THAI SEISEN CO.,LTD.は、特定子会社である。

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員を示すと次のとおりである。

　 平成20年３月31日現在

事業部門別の名称 従業員数（人）

伸線加工事業 666 [212]

全社（共通） 37 [1]

合計 703 [213]

　（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、年間の平均人員を［　］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。

３．従業員数が前連結会計年度末に比べ116名増加したのは、主に大同ステンレス株式会社との合併によるもの

である。

(2）提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（人） 平均年令 平均勤続年数 平均年間給与（円）

555［213］　     40才１ヵ月   18年５ヵ月 6,274,173

　（注）１．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、年間の平均人員を［　］外数で記載している。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。

３．従業員数が前期末に比べ135名増加したのは、主に大同ステンレス株式会社との合併によるものである。

(3）労働組合の状況

　平成19年10月１日付で大同ステンレス株式会社を吸収合併したことにより、当社の労働組合はＪＡＭ日本精線労

働組合及び大同ステンレス労働組合と称する２組合がある。なお、ＪＡＭ日本精線労働組合はＪＡＭに属している。

現在、両労働組合との間に特記すべき事項はなく労使関係は相互信頼の基盤に立ち、極めて円満である。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績が堅調に推移したことから、設備投資の増加や雇用状況の改善が

進み、景気は緩やかに拡大基調を続けたが、後半に入り原油をはじめ素材価格の高騰や米国のサブプライムローン問

題に端を発した世界的な金融市場の混乱の影響などにより景気の減速懸念が強まった。

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、ステンレス鋼の

主原料であるニッケル価格が５月に史上最高値まで暴騰したが、６月にはＬＭＥ（ロンドン金属取引所）の取引規

制強化により一転して急落したことによる顧客の買い控えや在庫調整に伴う受注の減少、また、後半には、建築基準

法改正の影響を受け住宅・建材向け需要が大幅に減少するなど、大変厳しい環境下にあった。

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材料価格の変動に対応した迅速な販売価

格改定、②顧客ニーズに直結した新製品の開発と高機能品の拡販、③コア技術や強みの研鑚による国際競争力の強

化、④キャッシュ・フローの改善、などに引き続き取り組んできた。また、ステンレス鋼線部門を強化すべく、平成19

年10月１日に大同特殊鋼株式会社の連結子会社でステンレス鋼線事業を営む大同ステンレス株式会社を吸収合併し

た。これらの結果、当連結会計年度の売上高は355億72百万円（前年同期比31.4％増）となった。

損益については、前半は、主力のステンレス鋼線が、前期から繰り越した割安な棚卸資産による利益押し上げ効果

もあり、極めて好調に推移した。後半は、金属繊維（ナスロン）は、液晶関連などの光学樹脂用やフィルム用が堅調で

あったものの、半導体業界向けが減少し、主力のステンレス鋼線も、厳しい環境下、数量面での落ち込みが想定以上に

大きく、合併によるシナジー効果の発揮に取り組んだが、経常利益は26億83百万円（同5.8％減）、当期純利益は15億

32百万円（同4.0％減）と減益となった。

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、売上高は合併及び価格改定により、前期比大幅に増加したが、販売数量面では微減

となった。主力のばね用材は、家電・自動車向けを中心に実需は堅調に推移し、加えてハーキュリー（高強度ばね

用ステンレス鋼線）などの新製品も順調に顧客へ浸透したが、価格変動の影響を受け販売数量面では減少した。液

晶やＰＤＰ（プラズマ・ディスプレイ・パネル）製造プロセス向けの極細線は、一段の細径化が進み順調に伸長

した。建材向け鋲螺用材などは、改正建築基準法の影響による需要の減衰や、ニッケル価格の下落に起因する買い

控えなど、需要の大幅な減少要因があったが、合併及び迅速な価格改定が寄与し、販売金額面では大幅に増加した。

また、合併により新たに加わった独自製品では、自動車向けの耐熱ボルト用材やボールペンチップ用材は堅調で

あったが、自動車向けの高合金線はニッケル価格の変動の影響をまともに受けて低調となった。また、海外現地法

人であるTHAI SEISEN CO., LTD. は、前半は収益性を重視した販売方針により売上高は好調であったが、後半は

ニッケル価格の急落の影響を受け低調に推移した。これらの結果、ステンレス鋼線の売上高は294億２百万円（同

41.3％増）となった。

金属繊維については、主力のフィルターが、液晶やプラズマなどのＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）用

フィルムやデジタル素材用をはじめ炭素繊維や医療用繊維向けなどの高機能樹脂・繊維分野を中心に好調に推移

した。一方、半導体業界向けの超精密ガスフィルター（ナスクリーン）は、前半は国内外の半導体・液晶メーカー

が、コストダウンのための大型投資や最先端を行く微細化技術の投資を継続したことなどにより増加したが、後半

は国内大手半導体製造装置メーカーでの設備投資の冷え込みなどにより減少した。これらの結果、金属繊維の売上

高は48億97百万円（同0.9％減）となった。

その他加工品は、自動車向け溶接棒の販売は好調に推移したが、一部不採算製品の販売を取り止めた結果、売上

高は12億72百万円（同3.4％減）となった。
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所在地別セグメントの業績は次のとおりである。

①日本

前半は、主力のステンレス鋼線が、前期から繰り越した割安な棚卸資産による利益押し上げ効果もあり、極め

て好調に推移した。後半は、金属繊維（ナスロン）は、液晶関連などの光学樹脂用やフィルム用が堅調であった

ものの、半導体業界向けが減少し、主力のステンレス鋼線も、厳しい環境下、数量面での落ち込みが想定以上に大

きく、合併によるシナジー効果の発揮に取り組んだが、売上高は333億70百万円（同36.5％増）、営業利益は25億

40百万円（同8.2％減）となった。

②タイ

前半は収益性を重視した販売方針により売上高は好調であったが、後半はニッケル価格の急落の影響を受け

低調に推移し、売上高は22億１百万円（同15.6％減）、営業利益は２億24百万円（同98.2％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

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、法人税等の支払16億46

百万円、有形固定資産の取得による支出11億72百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益26億38百万円、減

価償却費10億95百万円等があったため、前連結会計年度末に比べ７億12百万円増加（前年同期比18.0％増）の46億

64百万円となった。

当連結会計年度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６億91百万円（前年同期比78.9％減）となった。これは主として、税金等調整前

当期純利益が26億38百万円あったものの、前連結会計年度末が休日であったことにより仕入債務の支払が当連結

会計年度に繰り延べされたことに加え、法人税等の支払が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12億66百万円（前年同期比24.6％減）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５億71百万円（前年同期比25.3％増）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。

EDINET提出書類

日本精線株式会社(E01280)

有価証券報告書

 8/78



２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当連結会計年度の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。

事業部門別の名称
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

伸線加工事業   

ステンレス鋼線（百万円） 30,007 50.1

金属繊維（百万円） 4,983 △0.4

その他加工品（百万円） 1,352 18.6

合計（百万円） 36,343 39.1

　（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

　当連結会計年度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。

事業部門別の名称

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

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 30,975 43.1 4,139 61.3

金属繊維 4,785 △3.8 277 △28.8

その他加工品 1,272 △3.4 － －

合計 37,033 32.6 4,417 49.4

　（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

　当連結会計年度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。

事業部門別の名称
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

伸線加工事業   

ステンレス鋼線（百万円） 29,402 41.3

金属繊維（百万円） 4,897 △0.9

その他加工品（百万円） 1,272 △3.4

合計（百万円） 35,572 31.4

　（注）１．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

ある。

相手先
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度　
（自　平成19年４月１日　
至　平成20年３月31日）　

　

大同興業株式会社
金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円）　 割合（％）　

　 527 1.9 4,554 12.8

２．本表の金額には、消費税等は含まれていない。
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３【対処すべき課題】

(1）当社グループの現状の認識について

　当社グループの主力製品であるステンレス鋼線を取り巻く環境は、国内顧客の海外シフト（特にアジア地区へのシ

フト）や中国・韓国のステンレス鋼線メーカーの大規模な増産投資による競争激化、さらには主原料であるニッケ

ル価格の乱高下、急激な円高へのシフトなどにより、一層厳しくなっていくことが予想される。また、金属繊維（ナス

ロン）も、化合成繊維向けなどの汎用製品については競争が激しくなってきている。

(2）当面の対処すべき課題の内容及び方針、具体的な取組状況等

　当社グループは、より筋肉質な企業基盤の強化を目指し「さらなる企業価値の向上」を基本ビジョンとして、平成

21年３月期を最終年度とする第１０次中期２カ年計画を策定し、鋭意取り組んでいる。その具体的な課題は、①高機

能・高収益製品の拡販、②新規事業の確立、③収益管理の仕組みの一層の高度化による収益改善活動の強化であり、

ＲＯＡ１０％（単体ベース）の安定継続を数値目標としている。

　また、ステンレス鋼線事業を強化すべく大同ステンレス株式会社を吸収合併し、営業拠点の集約、コンピューターシ

ステムをはじめ全社の収益管理システムの統合を完了したが、今後は、よりシナジー効果を発揮すべく、生産面では、

国内３工場、海外２工場の最適生産体制によるコスト競争力の強化、販売面では、ばね用材をはじめとする高付加価

値製品の一層の拡販、開発面では、保有する技術力・ノウハウならびに大同特殊鋼グループの技術力を結集した新製

品の開発強化などに、引き続き取り組んでいく所存である。

　加えて、金属繊維部門の強化策として、主に中国市場の需要拡大に対応するため金属繊維の生産販売子会社として

設立した「耐素龍精密濾機（常熟）有限公司」は昨年７月より販売を開始している。また、デジタル素材メーカー向

け高機能樹脂用や炭素繊維用及び医療用などの高機能繊維用ナスロンフィルターの高度な要求に応えるべく、品質

向上と高機能製品の能力増強を企図して、枚方工場内に第１３工場の新築を含む設備投資を実施中である。

　これらの諸施策の確実な実行により、高度化・多様化する顧客ニーズへの対応、事業のグローバル化などを推進し、

「さらなる企業価値の向上」にグループ一丸となって取り組んでいく所存である。

４【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財政状態などに影響を及ぼす可能性のあるリスクとしては、関連業界の市場動向、

各販売地域における景気変動、設備投資や営業活動状況の変動によるキャッシュ・フローの変動、国際市況の影響

による原材料価格の変動、競合優位性の確保ならびに新技術・新製品の開発に係る能力の変動、異業種からの代替

製品開発による参入、環境規制などへの対応コストの増加、製品の欠陥による対応コストの発生などがあげられる。

当社グループでは、リスク発生の回避及び発生した場合の影響を軽微にすべく努めているが、完全に回避または

軽微にすることが困難な場合には、経営成績及び財政状態等に影響を受ける可能性がある。

　（注）　事業等のリスクについては、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものである。

５【経営上の重要な契約等】

該当事項なし。
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６【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、当連結会計年度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５億６百万円と

なっており、当連結会計年度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高強度高弾性ばね材の開発

②高耐熱高合金ばね材の開発

③精密異形線の開発

④省Ｎｉ高強度ステンレス鋼線の開発

⑤制振合金線の開発 

⑥超極細線の開発

⑦加圧溶解オーステナイト系高窒素鋼線の開発

(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
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７【財政状態及び経営成績の分析】

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成している。重

要な会計方針については、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等　（1）連結財務諸表　連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項」に記載している。この連結財務諸表の作成に当たっては、過去の実績や状況に応じて合理的

と考えられる様々な要因に基づき、見積り及び判断を行っている。

(2）当連結会計年度の経営成績の分析

①売上高

　当社グループの当連結会計年度の売上高は、355億72百万円と前連結会計年度に比べて85億10百万円の増収となっ

た。事業部門別の内容については、「第２　事業の状況　１．業績等の概要　（1）業績」に記載のとおりである。

②経常利益及び当期純利益

　当社グループの当連結会計年度の経常利益は、26億83百万円と前連結会計年度に比べて１億63百万円の減益、当期

純利益は、15億32百万円と前連結会計年度に比べて63百万円の減益となった。これは、期後半において、金属繊維では

半導体業界向けが減少したこと、主力のステンレス鋼線も厳しい環境下、数量面での落ち込みが想定以上に大きかっ

たことなどによる。

(3）経営成績に重要な影響を与える要因について

　当社グループの主力製品であるステンレス鋼線は、国内顧客の海外シフト（特にアジア地区へのシフト）や中国・

韓国のステンレス鋼線メーカーの大規模な増産投資による競争激化、さらには主原料であるニッケル価格の乱高下、

急激な円高シフトなどにより、一層厳しい環境下に晒されていくことが予想される。また、金属繊維（ナスロン）も、

化合成繊維向けなどの汎用製品については競争が厳しくなってきている。

(4）経営戦略の現状と見通し

　当社グループとしては、斯かる状況を踏まえ、主力のステンレス鋼線については、ばね用材や直径がミクロン単位の

極細線、合併により新たに加わった耐熱ボルト用材やボールペンチップ材など優位性を有する製品の拡販並びに新

用途・高機能な新製品の開発に注力している。加えて、ニッケル代替鋼種の製品開発にも鋭意取り組んでいる。また、

金属繊維（ナスロン）についても、高機能製品の拡販並びに新製品の開発に注力している。

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より25億84百万円減少の６

億91百万円の収入となった。これは、前期末が休日であったことにより仕入債務の支払が当期に繰り延べされたこと

に加え、法人税等の支払が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・フローは、有形固定資産の取得などにより12億66百万円の支出となった。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債削減や配当金支払などにより５億71百万円の支出となった。

(6）経営者の問題意識と今後の方針について

　当社グループの経営陣は、当社グループを取り巻く事業環境の厳しさを認識のうえ、より筋肉質な企業基盤の強化

を目指し、「さらなる企業価値の向上」を基本ビジョンとして、平成21年３月期を最終年度とする第１０次中期２ヵ

年計画を策定し、鋭意取り組んでいる。

　また、当社グループは、ステンレス鋼線部門を強化すべく、平成19年10月１日に大同ステンレス株式会社を吸収合併

し、営業拠点の集約、コンピューターシステムの統合を完了した。今後は生産面では、国内３工場、海外２工場の最適

生産体制によるコスト競争力の強化、販売面では、高付加価値製品の一層の拡販などに引き続き取り組んでいく予定

である。

　加えて、金属繊維部門の強化策として、主に中国国内市場の需要拡大に対応するために設立した「耐素龍精密濾機

（常熟）有限公司」は昨年７月より販売開始し、さらに枚方工場内に品質向上と高機能製品の能力増強のため、第１

３工場の新築を含む設備投資を実施中である。

　これらの諸施策の確実な実行により、高度化・多様化する顧客ニーズへの対応、事業のグローバル化などを推進し、

「さらなる企業価値の向上」にグループ一丸となって取り組んでいく所存である。

　なお、財政状態及び経営成績の分析については、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したもの

である。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループでは、急速な技術革新や販売競争の激化に対処し、あわせて環境・安全対策の観点から、伸線加工事業

を中心に10億46百万円（完工べース）の設備投資を実施した。

伸線加工事業のステンレス鋼線部門では、当社枚方工場において、増産対応、品質の向上及びコストダウンを図った

設備投資等３億55百万円（同）を実施した。

伸線加工事業の金属繊維部門及びその他加工品部門では、能力増強、原価低減及び品質改善等を中心として、６億42

百万円（同）の設備投資を当社枚方工場内で実施した。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却はない。

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりである。

(1）提出会社
　 （平成20年３月31日現在）

事業所名
（所在地）

事業部門別の
名称

設備の内容

帳簿価額
従業
員数
（人）

建物及び構
築物
（百万円）

機械装置及
び運搬具
（百万円）

土地
（百万円）

(面積㎡)

その他
（百万円）

合計
（百万円）

枚方工場

（大阪府枚方市）
伸線加工事業

生産設備・研

究開発設備
2,488 3,079

1,166

(124,567)
114 6,848

346

[202]

東大阪工場

（大阪府東大阪市）
伸線加工事業 生産設備 227 367

32

(11,881)
10 637

89

[2]

(2）在外子会社
　 （平成20年３月31日現在）

会社名
事業所名
（所在地）

事業部門別の
名称

設備の内容

帳簿価額

従業
員数
（人）

建物及び
構築物
（百万円）

機械装置
及び運搬
具
（百万円）

土地
（百万円）

(面積㎡)

その他
（百万円）

合計
（百万円）

THAI SEISEN

CO.,LTD.

本社工場

（タイ国サ

ムットプラ

カーン県）

伸線加工事業
生産設備及び

統括業務施設
152 111

358

(46,052)
75 698

148

[－]　

　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでいない。

２．提出会社の枚方工場には、外注先に対する貸与機械４百万円を含んでいる。

３．提出会社の枚方工場には、本社組織のうち情報システム部の設備を含んでいる。

４．従業員数の［　］は、臨時従業員を外書している。

３【設備の新設、除却等の計画】

　当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画はない。
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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 82,800,000

計 82,800,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数(株)
（平成20年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年６月30日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 32,461,468 32,461,468

東京証券取引所

大阪証券取引所

各市場第一部

－

計 32,461,468 32,461,468 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はない。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はない。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

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19年10月１日 4,440,000 32,461,468 937 5,000 2,010 5,446

　（注）　上記の増加は、大同ステンレス株式会社の吸収合併に伴う新株発行によるものである（合併比率1：11.1）。

（５）【所有者別状況】

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 29 30 132 62 3 2,619 2,875 －

所有株式数

（単元）
－ 4,753 200 16,429 3,684 9 7,226 32,301 160,468

所有株式数の

割合（％）
－ 14.71 0.62 50.86 11.41 0.03 22.37 100.0 －

　（注）１．自己株式54,420株は、「個人その他」欄に54単元及び「単元未満株式の状況」欄に420株を含めて記載してい

る。

２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が３単元含まれている。
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（６）【大株主の状況】

　 平成20年３月31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
13,103 40.36

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 5.20

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
1,157 3.56

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 3.34

ゴールドマン・サックス・インターナショ

ナル 

133 FLEET STREET LONDON 

EC4A 2BB,U.K
822 2.53

（常任代理人　ゴールドマン・サックス証

券株式会社）

（東京都港区六本木六丁目10番

１号） 
  

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
656 2.02

特殊発條興業株式会社
兵庫県尼崎市長州西通一丁目10

番14号
532 1.64

ステート　ストリート　バンク　アンド　トラ

スト　カンパニー

P.O.

BOX 351 BOSTON MASSACHUS

ETTS 02101

U.S.A

513 1.58

（常任代理人　株式会社みずほコーポレー

ト銀行兜町証券決済業務室）

（東京都中央区日本橋兜町６番

７号）
  

前尾和男 和歌山県紀の川市 466 1.43

モルガン・スタンレー・アンド・カンパ

ニー・インターナショナル・ピーエルシー

25 CABOT SQUARE,

CANARY WHARF,LONDON 

E144QA ENGLAND

420 1.29

（常任代理人　モルガン・スタンレー証券

株式会社） 

（東京都渋谷区恵比寿四丁目20

番３号）
  

 計  － 20,445 62.98

　（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。

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

1,157千株

 　 656千株

EDINET提出書類

日本精線株式会社(E01280)

有価証券報告書

15/78



（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31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 54,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 32,247,000 32,247 －

単元未満株式 普通株式 160,468 －
一単元（1,000株）未

満の株式

発行済株式総数 32,461,468 － －

総株主の議決権 － 32,247 －

　（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3,000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３個が含まれている。

②【自己株式等】

　 平成20年３月31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
54,000 － 54,000 0.16

計 － 54,000 － 54,000 0.16

（８）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はない。

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号による普通株式の取得

　

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 　　　　該当事項はない。

　

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 　　　　該当事項はない。

　

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

　当事業年度における取得自己株式 　　　　　　　　7,546  　　　　　　5,279,489

　当期間における取得自己株式 　　　　　　　  　100  　　　　　　　 38,600

（注）当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

　　　りによる株式は含まれていない。
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    （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他

（　－　）
－ － － －

保有自己株式数 54,420 － 54,520 －

 （注）当期間における保有自己株式数には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

　　　 買取りによる株式は含まれていない。

３【配当政策】

　当社の利益配分は、業績に対応しつつも安定的かつ継続的に配当を行うことを基本とし、あわせて厳しい経済環境に

耐え得る企業体質の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して決定することを方針とし

ている。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としている。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。

　当事業年度の配当については、１株につき普通配当８円（うち中間配当４円）に大同ステンレス株式会社との合併

記念配当２円を加え、１株につき10円とすることを決定した。

　内部留保資金については、設備投資及び研究開発活動など、新たな事業展開や業績の向上を図るための資金に活用し

たいと考えている。

　当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めて

いる。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。

決議年月日
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）

 平成19年11月8日

取締役会決議
111 4

 平成20年6月27日

定時株主総会決議
194 6

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第74期 第75期 第76期 第77期 第78期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高（円） 352 497 604 732 882

最低（円） 161 332 386 430 320

　（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。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 825 680 564 470 446 390

最低（円） 660 480 467 361 371 320

　（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。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（千株）

代表取締役

会長
 浅香　文昭 昭和17年３月31日生

昭和39年４月 日本冶金工業株式会社入社

平成５年10月 同社営業本部副本部長

平成７年６月 同社取締役就任　東京支店長

平成９年６月 当社取締役就任　海外部長

平成10年６月 常務取締役就任

平成12年６月 専務取締役就任

平成13年６月 代表取締役社長就任

平成19年６月 代表取締役会長就任（現任）

注３ 10

代表取締役

社長
　 近藤　龍夫 昭和22年10月１日生

昭和46年４月 大同製鋼株式会社（現大同特殊鋼株

式会社）入社

平成15年10月 同社鋼材事業部大阪支店長

平成16年６月 同社取締役就任　大阪支店長

平成16年６月 当社監査役（社外）就任

平成17年６月 大同特殊鋼株式会社大阪支店長

兼工具鋼部長

平成18年６月 当社監査役（社外）退任

平成18年６月 大同特殊鋼株式会社常務取締役就任

鋼材事業部長　

平成19年６月 当社代表取締役社長就任（現任）

注３ 11

取締役 　 藤平　芳昭 昭和23年１月２日生

昭和46年４月 当社入社

平成12年10月 総務部長

平成15年６月 取締役就任　総務部長

平成17年６月 常務取締役就任　総務部長

平成19年６月 取締役常務執行役員就任　総務部長

平成19年10月 取締役常務執行役員

平成20年４月 取締役上席常務執行役員就任（現

任）

注３ 7

取締役 枚方工場長 南　整二 昭和22年10月22日生

昭和46年４月 当社入社

平成９年６月 枚方工場鋼線製造部長

平成14年６月 取締役就任　枚方工場鋼線製造部長

平成15年６月 枚方工場設備部長

平成16年６月 枚方工場副工場長兼設備部長

平成17年６月 枚方工場副工場長兼生産業務部長

平成18年６月 常務取締役就任　枚方工場副工場長

兼生産業務部長

平成19年６月 取締役常務執行役員就任　枚方工場

長兼生産業務部長

平成19年10月 枚方工場長

平成20年４月 取締役上席常務執行役員就任　枚方

工場長（現任）

注３ 5

取締役 　 上田　啓介 昭和24年10月15日生

昭和47年４月 当社入社

平成15年６月 大阪支店長

平成17年６月 取締役就任　大阪支店長

平成19年６月 取締役常務執行役員就任　大阪支店

長

平成20年４月 取締役常務執行役員（現任）

注３ 5

取締役 生産業務部長 田口　義國 昭和23年４月22日生

昭和46年４月 大同製鋼株式会社（現大同特殊鋼株

式会社）入社

平成９年９月 同社ステンレス鋼販売部長

平成11年６月 大同ステンレス株式会社取締役就任

平成16年６月 同社常務取締役就任

平成19年６月 同社代表取締役・常務取締役就任

平成19年10月 当社取締役常務執行役員就任　生産

業務部長（現任）

注３ 5
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（千株）

取締役 　 衣川　公尊 昭和26年11月７日生

昭和51年４月 大同製鋼株式会社（現大同特殊鋼株

式会社）入社

平成13年10月 同社鋼材事業部技術サービス部主席

部員

平成16年６月 当社取締役就任　枚方工場管理部長

平成19年６月 取締役常務執行役員就任　枚方工場

管理部長

平成19年10月 取締役常務執行役員（現任）

注３ 5

取締役 　 澤近　泰昭 昭和24年６月29日生

昭和47年４月 大同製鋼株式会社（現大同特殊鋼株

式会社）入社

平成16年６月 同社鋼材事業部鋼材企画管理部長

平成17年６月 同社取締役就任　鋼材事業部鋼材企

画管理部長

平成18年６月 同社大阪支店長

平成18年６月 当社監査役（社外）就任

平成19年６月 当社監査役（社外）退任

平成19年６月 大同特殊鋼株式会社大阪支店長兼鋼

材事業部副事業部長

平成19年10月 当社取締役（非常勤）就任（現任）

平成20年６月 大同特殊鋼株式会社鋼材事業部副事

業部長兼工具鋼部長（現任）

注３ －

取締役  宮嶋　　晃 昭和29年12月18日生

昭和52年４月 株式会社日本興業銀行入行

平成16年４月 同行審査第一部部長

平成18年４月 大同特殊鋼株式会社常勤顧問

平成18年６月 同社取締役就任　関連事業部長

平成19年10月 当社取締役（非常勤）就任（現任）

平成20年６月 大同特殊鋼株式会社大阪支店長（現

任）

注３ －

常勤監査役  齊藤　惠五 昭和22年４月25日生

昭和46年４月 当社入社

平成13年６月 大阪支店長

平成15年６月 取締役就任　東京支店長

平成19年６月 常勤監査役就任（現任）

注５ 10

常勤監査役  西川　博文 昭和24年６月24日生

昭和47年４月 当社入社

平成15年６月 名古屋支店長

平成18年６月 常勤監査役就任（現任）

注６ 1

監査役  橋爪　優 昭和18年９月29日生

昭和41年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行）入行

平成６年６月 同行取締役就任　本店公務部長

平成８年６月 同行常務取締役就任　本店公務部長

平成10年６月 同行常任監査役就任

平成13年６月 大同特殊鋼株式会社常勤監査役就任

（現任）

平成19年６月 当社監査役就任（現任）

注５ －

監査役  岡田　誠 昭和26年６月29日生

昭和49年４月 日本冶金工業株式会社入社

平成15年６月 同社大阪支店長

平成20年６月 同社取締役就任　大阪支店長（現

任）

平成20年６月 当社監査役就任（現任）

注４ －

    計 　 59

　（注）１．監査役　橋爪　優及び岡田　誠は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。

２．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役

１名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株）

立花　一人 昭和34年１月５日生 
昭和56年４月 大同特殊鋼株式会社入社

平成17年７月 同社大阪営業部長（現任）
－

３．平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５．平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．平成18年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７．当社では、経営意思決定の一層の効率化と、経営監督機能と業務執行機能を区分して役割・責任を明確化す

るため執行役員制度を導入している。
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なお、平成20年６月27日現在の執行役員の陣容は次のとおり。

執行役員役名 氏名 総括・担当及び委嘱 

 ＊上席常務執行役員  藤平　芳昭  本社管理部門総括、総務部・情報システム部担当

 ＊上席常務執行役員  南　　整二
 製造部門総括、枚方鋼線製造部・東大阪工場・名古屋工場・金属繊維

 製造部・事務部・品質保証部・設備部担当、枚方工場長

 ＊常務執行役員  上田　啓介  材料部・鋼線販売部門・技術サービス部・販売企画部担当

 ＊常務執行役員  田口　義國  生産業務部・購買部担当、生産業務部長

 ＊常務執行役員  衣川　公尊  管理部・研究開発部担当

 　常務執行役員  岸木　雅彦  経営企画部・経理部担当

 　常務執行役員  石部　英臣  ＳＣＧ製造部・新規事業開発担当

 　執行役員  菊田真佐人  東京支店長

 　執行役員  宮城　修司  金属繊維販売部長

 　執行役員  児玉　　勝  総務部長

 　執行役員  千種　　覚  枚方鋼線製造部長

 　執行役員  多賀　正宏  東大阪工場長

 （注）＊印の執行役員は取締役を兼務している。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社は、「経営の透明性と効率性を確保し、ステークホルダーの要望に応えて、企業価値の継続的増大を図ること」

がコーポレートガバナンスの基本であると認識している。また、コンプライアンス経営がコーポレートガバナンスの根

幹をなすとの判断のもと、企業倫理憲章の制定やコンプライアンス委員会の設置を行い、その推進体制を強化してい

る。

(1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

①　会社の機関の基本説明

当社は、監査役制度を採用している。監査役４名中２名が社外監査役であり、それぞれの立場から取締役の業務

執行の監督と監視並びにアドバイスなどをいただいている。また、業務執行に関しては、取締役会以外に経営会議

を設置し、経営全般に亘る意思決定を行い、その内容は全ての取締役及び監査役に報告し、監視できる体制を採っ

ている。

　また、当社は経営意思決定の効率化を図り、経営監督機能と業務執行機能の役割と責任を明確化するため執行役

員制度を採用し、平成19年６月28日より運用している。

②　業務執行・監査・監視および内部統制の仕組み

③　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムは、取締役会で定めた企業倫理憲章および行動規準をすべての役員・執行役員及び使

用人に配布しその重要性を継続して伝えるとともに、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員

会」を設置し、取締役・執行役員及び使用人が行動規準の実施を徹底するよう啓蒙、改善を継続し、その内容を取

締役会に報告する体制を採っている。

業務執行に関しては、「取締役会」で定めた経営目標に基づき、代表取締役以下常務執行役員が、半期毎に、具体

的活動方針及び目標を設定し業務の執行及びレビューを行っている。

なお、重要事項に関しては、意思決定の機動性を高めるため、原則毎週１回代表取締役及び常務執行役員と関連

部門長が出席する「経営会議」で審議を行い、定めた案件については取締役会に上程し、その決議・報告により監

督機能を発動している。

また、監査機能強化に向け、重要案件を審議する経営会議には監査役の出席を仰ぐほか、議案および議事録は監

査役に都度報告するとともに、「内部監査部門」が実地監査を行い、代表取締役社長ならびに監査役に結果を報告

する体制を整備している。 
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④　内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況

当社は、内部監査部門として代表取締役社長直轄の監査室に専従者２名を配置して、年間の監査計画に基づき実

地監査を行い、監査結果を監査役にも報告している。監査役と監査室は、監査の方法などに関して意見交換を行う

など緊密な連携を図っており、当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日）には15回の打合せ会合を

持っている。

また、監査役は、会計監査人からあらかじめ年間の監査計画を聴取のうえ、監査結果の把握や意見交換を行うな

ど緊密な連携を図っており、当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日）には22回の打合せ会合を

持っている。

さらに、監査室と会計監査人は、相互の専門知識と経験を生かした深度ある監査の確保と監査の効率化のため

に、監査対象部署、実施項目、日程など相互の監査計画を調整して、合同で監査を実施するほか、双方の独自の監査

結果を報告するなど随時頻繁に意見交換を行うなど緊密な連携を図っている。当事業年度（平成19年４月１日か

ら平成20年３月31日）には10回の合同監査を実施している。

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、馬塲泰德氏、堀亮三氏の２名であり、大阪監査法人に所属してい

る。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名である。

⑤　社外監査役との関係

当社の社外監査役である橋爪優、岡田誠の２名は、大同特殊鋼株式会社の常勤監査役並びに日本冶金工業株式会

社の取締役（大阪支店長）である。大同特殊鋼株式会社は当社の筆頭株主で、原材料の主要な購入先であり、日本

冶金工業株式会社は当社の主要な株主である。

(2）リスク管理体制の整備の状況

当社の事業推進に伴うリスクに関しては、業務執行取締役がそれぞれの担当部署のリスクを認識、統括・管理

し、その内容につき取締役会に報告する。突発的リスク発生時は、経営危機管理規定に基づき、対外的影響を最小限

にするための対応策を協議・実施することとしている。

なお、当社は全社的な事業リスク分析を行っており、今後計画的にその対策を実行していくこととしている。

また、当社は社外弁護士として御堂筋法律事務所と顧問契約を締結して、適宜相談しアドバイスを受けている。

(3）役員報酬の内容

当社の役員に対する報酬の内容は、当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日）において、取締役に

役員賞与及び退職慰労金を含めて１億84百万円、監査役に退職慰労金を含めて23百万円（うち社外監査役に４百

万円）としている。また、上記金額のほか、使用人兼務取締役の使用人給与及び使用人賞与として８百万円を支給

している。なお、当事業年度においては、社外取締役は在籍していない。

(4）監査報酬の内容

平成19年４月１日から平成20年３月31日までの監査契約に基づく監査証明（公認会計士法第２条第１項に規定

する業務に基づく）に関し、会計監査人に支払った報酬は16百万円（消費税含まず。）である。なお、これ以外に支

払った報酬はない。

(5）取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨定款に定めている。

(6）中間配当の基準日

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎

年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めている。

(7）自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得する

ことができる旨定款に定めている。

(8）株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めている。こ

れは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とする

ものである。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ている。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、第77期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第

78期事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の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、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

の連結財務諸表及び第77期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表についてはナニワ

監査法人により監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年４

月１日から平成20年３月31日まで）の連結財務諸表及び第78期事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日

まで）の財務諸表については大阪監査法人により監査を受けている。

　なお、ナニワ監査法人は、平成19年７月１日付をもって、有恒監査法人と合併し、名称を大阪監査法人に変更してい

る。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   3,911   4,624  

２．受取手形及び売掛金 ※４  7,919   10,932  

３．たな卸資産   4,635   6,818  

４．繰延税金資産   268   313  

５．その他   169   142  

貸倒引当金   △1   －  

流動資産合計   16,904 59.7  22,831 63.9

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※３ 8,030   9,417   

減価償却累計額  5,142 2,887  6,056 3,360  

(2）機械装置及び運搬具 ※３ 20,083   24,466   

減価償却累計額  16,767 3,315  20,669 3,796  

(3）土地 ※３  1,684   1,906  

(4）建設仮勘定   73   186  

(5）その他  1,013   1,260   

減価償却累計額  809 203  1,039 220  

有形固定資産合計   8,165 28.8  9,471 26.5

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア等   67   71  

無形固定資産合計   67 0.3  71 0.2

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  1,638   1,246  

(2）関係会社出資金   630   822  

(3）繰延税金資産   726   1,026  

(4）その他   184   257  

貸倒引当金   △1   －  

投資その他の資産合計   3,177 11.2  3,353 9.4

固定資産合計   11,411 40.3  12,895 36.1

資産合計   28,315 100.0  35,726 100.0
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金 ※４  6,388   10,002  

２．短期借入金   965   1,940  

３．未払法人税等   861   575  

４．未払消費税等   34   16  

５．賞与引当金   430   560  

６．役員賞与引当金   31   39  

７．その他   616   610  

流動負債合計   9,327 33.0  13,743 38.5

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 　  1,300   －  

２．繰延税金負債 　  0   0  

３．退職給付引当金   2,617   3,054  

４．役員退職慰労引当金   162   122  

固定負債合計   4,079 14.4  3,177 8.9

負債合計   13,407 47.4  16,920 47.4

        

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  4,062 14.3  5,000 14.0

２．資本剰余金 　  3,435 12.1  5,446 15.2

３．利益剰余金 　  6,519 23.0  7,827 21.9

４．自己株式 　  △17 △0.0  △22 △0.0

　　株主資本合計 　  14,000 49.4  18,251 51.1

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１．その他有価証券評価差
額金

　  674 2.4  363 1.0

２．土地再評価差額金 ※２  191 0.7  191 0.5

３．為替換算調整勘定 　  △30 △0.1  △1 △0.0

　　評価・換算差額等合計 　  835 3.0  554 1.5

Ⅲ　少数株主持分 　  72 0.2  － －

純資産合計 　  14,908 52.6  18,805 52.6

負債純資産合計 　  28,315 100.0  35,726 100.0
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②【連結損益計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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
（％）

Ⅰ　売上高   27,061 100.0  35,572 100.0

Ⅱ　売上原価 ※３  21,511 79.5  29,902 84.1

売上総利益   5,550 20.5  5,669 15.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1※3 2,702 10.0  2,959 8.3

営業利益   2,847 10.5  2,709 7.6

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  4   11   

２．受取配当金  18   31   

３．仕入割引  7   8   

４．賃貸料収入  4   5   

５．技術指導料収入  －   17   

６．移転補償金  22   －   

７．損害賠償金  16   －   

８．為替差益  17   4   

９．その他  5 96 0.4 8 88 0.2

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  59   50   

２．売上割引  22   33   

３．クレーム補償代  2   8   

４．その他  12 96 0.4 21 114 0.3

経常利益   2,847 10.5  2,683 7.5

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入額  －   2   

２．ゴルフ会員権売却益  － － － 0 2 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ 45   41   

２．投資有価証券評価損  －   6   

３．ゴルフ会員権評価損  6 51 0.2 0 47 0.1

税金等調整前当期純利
益

  2,795 10.3  2,638 7.4

法人税、住民税及び事業
税

 1,291   1,170   

法人税等調整額  △102 1,189 4.4 △72 1,098 3.1

少数株主利益   11 0.0  7 0.0

当期純利益   1,595 5.9  1,532 4.3
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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）

4,062 3,435 5,158 △12 12,643

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △97  △97

剰余金の配当   △111  △111

役員賞与（注）   △25  △25

当期純利益   1,595  1,595

自己株式の取得    △4 △4

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 1,360 △4 1,356

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,062 3,435 6,519 △17 14,000

 

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

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当（注）      △97

剰余金の配当      △111

役員賞与（注）      △25

当期純利益      1,595

自己株式の取得      △4

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

65 － 165 231 22 253

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

65 － 165 231 22 1,610

平成19年３月31日　残高
（百万円）

674 191 △30 835 72 14,908

（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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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19年３月31日　残高
（百万円）

4,062 3,435 6,519 △17 14,000

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 937 2,010   2,948

剰余金の配当   △223  △223

当期純利益   1,532  1,532

自己株式の取得    △5 △5

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

937 2,010 1,308 △5 4,251

平成20年３月31日　残高
（百万円）

5,000 5,446 7,827 △22 18,251
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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19年３月31日　残高
（百万円）

674 191 △30 835 72 14,908

連結会計年度中の変動額       

新株の発行      2,948

剰余金の配当      △223

当期純利益      1,532

自己株式の取得      △5

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△310 － 29 △281 △72 △354

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△310 － 29 △281 △72 3,897

平成20年３月31日　残高
（百万円）

363 191 △1 554 － 18,805
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

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    

税金等調整前当期純利益  2,795 2,638

減価償却費  952 1,095

投資有価証券評価損  － 6

ゴルフ会員権評価損  6 0

退職給付引当金の増加額  134 142

役員退職慰労引当金の増減額  33 △39

賞与引当金の増減額  10 △0

役員賞与引当金の増加額  31 8

貸倒引当金の増減額  1 △3

受取利息及び受取配当金  △23 △43

支払利息  59 50

為替差損益  △0 1

有形固定資産除却損  45 41

無形固定資産除却損  － 0

ゴルフ会員権売却益  － △0

売上債権の増加額  △1,102 △550

前受金の増加額  9 2

たな卸資産の増加額  △938 △1,023

その他流動資産の増減額  △33 93

仕入債務の増減額  2,312 △12

未払消費税等の減少額  △23 △36

その他流動負債の増減額  87 △74

役員賞与の支払額  △25 －

その他  45 52

小計  4,377 2,348

利息及び配当金の受取額  23 43

利息の支払額  △56 △53

法人税等の支払額  △1,067 △1,646

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,276 691
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

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  △1,052 △1,172

有形固定資産の売却による収入  13 2

無形固定資産の取得による支出  △21 △19

関係会社出資金の払込による支出  △630 －

長期貸付金の回収による収入  4 －

少数株主持分の買取による支出  － △79

その他投資等の減少額  5 2

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,679 △1,266

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  △41 △142

長期借入金の返済による支出  △200 △200

自己株式の純増加額  △4 △5

配当金の支払額  △209 △223

財務活動によるキャッシュ・フロー  △455 △571

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  52 14

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  1,192 △1,131

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,758 3,951

Ⅶ　合併に伴う現金及び現金同等物の増加額  － 1,844

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 3,951 4,664
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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）連結子会社の数

　　　　　　　　同左

 (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、合計の総

資産、売上高、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）等は、いずれも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

主要な非連結子会社

耐素龍精密濾機（常熟）有限公司

大同不銹鋼（大連）有限公司

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、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）等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためである。

２．持分法の適用に関する事

項

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、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。

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・大

同不銹鋼（大連）有限公司］及び関連会

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．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　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。

同左

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

イ　有価証券

(イ)満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

イ　有価証券

(イ)満期保有目的債券

同左

 (ロ)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）

(ロ)その他有価証券

時価のあるもの

同左

 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

 ロ　デリバティブ

時価法

ロ　デリバティブ

同左

 ハ　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

ハ　たな卸資産

同左
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　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

イ　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

　

  （会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当連

結会計年度より、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更している。

　これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

15百万円減少している。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載している。

（追加情報）

　当社は、法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上している。

　これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益がそれぞれ

67百万円減少している。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載している。

 ロ　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。

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　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。

イ　貸倒引当金

同左
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ロ　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。

ロ　賞与引当金

同左

 ハ　役員賞与引当金

当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に基づ

き計上している。

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「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

いる。

これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

31百万円減少している。

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載している。

ハ　役員賞与引当金

当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に基づ

き計上している。

 ニ　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。

ニ　退職給付引当金

同左

 ホ　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。

ホ　役員退職慰労引当金

同左

 

EDINET提出書類

日本精線株式会社(E01280)

有価証券報告書

33/78



 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(4）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。

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、換算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定に含めて計上している。

(5）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。

同左

(6）重要なヘッジ会計の方

法

イ　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。

 ロ　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…為替予約

ヘッジ対象…製品輸出による外貨建金

銭債権

 ハ　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。

 ニ　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。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 

 

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

 ヘッジ手段…同左

 ヘッジ対象…同左

 

 ハ　ヘッジ方針

同左

 

 ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

　　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

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用している。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんの償却については、５年間の定額

法により償却を行っている。

同左

７．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
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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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用している。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は14,835百万

円である。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の

部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の連

結財務諸表規則により作成している。

────── 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．非連結子会社及

び関連会社項目
　投資有価証券(株式)　　　　　 7百万円　　　　　

※１．非連結子会社及

び関連会社項目
　投資有価証券(株式)　　　　　 7百万円　　　　　

※２．土地再評価差額

金

　THAI SEISEN CO.,LTD.における土地の再

評価による差額であり、タイ国会計原則第９

号及びタイ国税法第65条の２(3)に基づくも

のである。

※２．土地再評価差額

金

同左

※３．担保資産及び担

保付債務

　担保に供している資産と担保付債務は次の

とおりである。（帳簿価額）

※３．担保資産及び担

保付債務

　担保に供している資産と担保付債務は次の

とおりである。（帳簿価額）

 担保資産  担保付債務
［工場財団］  －

  　

建物　  1,645百万円  

構築物　　127 〃  

機械装置　602 〃   

土地　　1,162 〃   

　 計　 3,537 〃  　

 担保資産  担保付債務
［工場財団］  －

  　

建物　  1,622百万円  

構築物　　113 〃  

機械装置　484 〃   

土地　　1,162 〃   

　 計　 3,382 〃  　

　 　 　 　

　 　 　 　

※４．連結会計年度末

日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理につ

いては、当連結会計年度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。当連結会計年度末日

満期手形の金額は、次のとおりである。

受取手形　　　　　　　　 746百万円

支払手形　　　　　　　　   1百万円

※４．連結会計年度末

日満期手形

────── 

　

　

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

※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。

 減価償却費   81百万円

賞与引当金繰入額

役員賞与引当金繰入額

135　〃

   31　〃

退職給付引当金繰入額   124　〃

役員退職慰労引当金繰入額   42　〃

運搬費    295　〃

従業員給料手当    638　〃

 減価償却費     79百万円

賞与引当金繰入額

役員賞与引当金繰入額

　 145　〃

   39　〃

退職給付引当金繰入額   118　〃

役員退職慰労引当金繰入額   31　〃

運搬費    323　〃

従業員給料手当    691　〃

※２．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。

※２．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。

 機械装置    27百万円

建物他   17　〃

 機械装置   29百万円

建物他   12　〃

※３．研究開発費の総

額

　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研

究開発費は次のとおりである。

※３．研究開発費の総

額

　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研

究開発費は次のとおりである。

     459百万円      506百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
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 38,954 7,920 － 46,874

合計 38,954 7,920 － 46,874

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加7,920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

（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

平成18年11月９日

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

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（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19年６月28日

定時株主総会
普通株式 111 利益剰余金 4.0 平成19年３月31日 平成19年６月29日

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式　　（注）１ 28,021,468 4,440,000 － 32,461,468

合計 28,021,468 4,440,000 － 32,461,466

自己株式　　     

普通株式　　（注）２ 46,874 7,546 － 54,420

合計 46,874 7,546 － 54,420

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加4,440,000株は、合併による新株の発行による増加である。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加7,546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

（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19年６月28日

定時株主総会
普通株式 111 4 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月８日

取締役会
普通株式 111 4 平成19年９月30日 平成19年12月７日
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(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（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20年６月27日

定時株主総会
普通株式 194 利益剰余金 6 平成20年３月31日 平成20年６月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※　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

※　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19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 3,911百万円

流動資産・その他勘定（有価証券） 40

現金及び現金同等物 3,951

現金及び預金勘定      4,624百万円

流動資産・その他勘定（有価証券） 40

現金及び現金同等物 4,664

────── ※　当連結会計年度に合併した大同ステンレス株式会社よ

り引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりで

ある。また、合併により増加した資本金及び資本準備金

は、それぞれ937百万円及び2,010百万円である。
 流動資産      5,525百万円

固定資産 1,735

資産合計 7,260

流動負債 3,974

固定負債 294

負債合計 4,269

EDINET提出書類

日本精線株式会社(E01280)

有価証券報告書

38/78



（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

(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)

期末残高
相当額
(百万円)

(有形固定資産)    

工具器具及び備品 227 150 76

その他 12 7 4

(無形固定資産)    

ソフトウェア 79 57 21

合計 318 215 102

(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)

期末残高
相当額
(百万円)

(有形固定資産)    

工具器具及び備品 267 200 66

その他 22 7 15

(無形固定資産)    

ソフトウェア 24 11 13

合計 314 218 95

（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。

同左

(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

１年内   61百万円

１年超     41百万円

合計       102百万円

(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

１年内     43百万円

１年超       52百万円

合計          95百万円

（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。

同左

(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

支払リース料     63百万円

減価償却費相当額     63百万円

(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

支払リース料       77百万円

減価償却費相当額       77百万円

(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。

 （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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

 

 （減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
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）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 235 1,372 1,136

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 235 1,372 1,136

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 11 11 △0

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 11 11 △0

合計 247 1,383 1,135

　（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

 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

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

(1）債券     

①　国債・地方債等 － － － －

②　社債 － － － －

③　その他 － 32 － －

(2）その他 － － － －

合計 － 32 － －

当連結会計年度（平成20年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの
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 種類
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）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 278 913 635

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 278 913 635

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 99 76 △22

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 99 76 △22

合計 377 989 612

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について６百万円減損処理を行っている。

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

 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 219

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

(1）債券     

①　国債・地方債等 － － － －

②　社債 － － － －

③　その他 2 30 － －

(2）その他 － － － －

合計 2 30 － －
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日現在）

１．取引の状況に関する事項（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債務に関する為替予約取引、金利関連では

金利スワップ取引である。

(2）取引に対する取組方針

　為替予約取引及び金利スワップ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機

的な取引は行わない方針である。

(3）取引の利用目的

　為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で、また、

金利スワップ取引は、借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利

用している。

(4）取引に係るリスクの内容

　為替相場の変動や市場金利の変動等によるリスクは、ほとんどないと認識している。

　また、取引相手先は高格付けを有する等の信用力の高い金融機関に限定しているため信用リスクもほとん

どないと考えている。

(5）取引に係るリスク管理体制

　為替予約取引及び金利スワップ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内

ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っている。

２．取引の時価等に関する事項

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。

当連結会計年度（平成20年３月31日現在）

１．取引の状況に関する事項（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債務に関する為替予約取引、金利関連では

金利スワップ取引である。

(2）取引に対する取組方針

　為替予約取引及び金利スワップ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機

的な取引は行わない方針である。

(3）取引の利用目的

　為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で、また、

金利スワップ取引は、借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利

用している。なお、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。

(4）取引に係るリスクの内容

　為替相場の変動や市場金利の変動等によるリスクは、ほとんどないと認識している。

　また、取引相手先は高格付けを有する等の信用力の高い金融機関に限定しているため信用リスクもほとん

どないと考えている。

(5）取引に係るリスク管理体制

　為替予約取引及び金利スワップ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内

ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っている。

２．取引の時価等に関する事項

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。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職一時金制度を採用している。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合がある。

なお、在外連結子会社では、政府の定める退職金基金制度に加入している。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △3,017 △2,940

(2）年金資産（百万円） － －

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2)（百万円） △3,017 △2,940

(4）会計基準変更時差異の未処理額（百万円） 6 5

(5）未認識数理計算上の差異（百万円） 393 △119

(6）未認識過去勤務債務（債務の減額）（百万円） － －

(7）連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5)＋(6)（百万円） △2,617 △3,054

(8）前払年金費用（百万円） － －

(9）退職給付引当金 (7)－(8)（百万円） △2,617 △3,054

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）勤務費用（百万円） 141 172

(2）利息費用（百万円） 62 60

(3）期待運用収益（百万円） － －

(4）会計基準変更時差異の費用処理額（百万円） 0 0

(5）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 197 146

(6）過去勤務債務の費用処理額（百万円） － －

(7）
退職給付費用

(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6)（百万円）
402 380

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2）割引率（％） 2.0 2.0

(3）期待運用収益率（％） － －

(4）過去勤務債務の額の処理年数（年） 1 1

(5）数理計算上の差異の処理年数（年） 5 5

(6）会計基準変更時差異の処理年数（年） 15 15
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産（流動） 百万円

賞与引当金 174

未払事業税 65

その他 29
 268
  

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 1,062

役員退職慰労引当金 65

ゴルフ会員権評価損 18

その他 5
 1,151

繰延税金負債（固定）  

圧縮記帳積立金 △54

海外投資等損失準備金 △8

その他有価証券評価差額金 △363

その他 △0
 △426

繰延税金資産（固定）の純額 725

繰延税金資産（流動） 百万円

賞与引当金 227

未払事業税 50

その他 34
 313
  

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 1,239

役員退職慰労引当金 49

その他有価証券評価差額金 9

その他 1
 1,300

繰延税金負債（固定）  

圧縮記帳積立金 △84

土地・建物評価益 △54

投資有価証券評価益 △29

海外投資等損失準備金 △4

その他有価証券評価差額金 △101

その他 △0
 △274

繰延税金資産（固定）の純額 1,025

 （注）繰延税金資産（固定）のゴルフ会員権評価損は、控

除している。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため、記載を省略している。

同左
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（企業結合等関係）

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）　

パーチェス法の適用

１．被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式並び

に結合後企業の名称及び取得した議決権比率

(1）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　大同ステンレス株式会社

事業の内容　　　　　ステンレス鋼線・高合金線の製造販売　　

(2）企業結合を行った主な理由

ステンレス鋼線事業の拡充と業務の一体的運用による効率化を図り、国内外の競争力を高めるため。

(3）企業結合日

平成19年10月１日

(4）企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称

企業結合の法的形式　　新株発行

結合後企業の名称　　　日本精線株式会社

(5）取得した議決権比率

100％

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成19年10月１日から平成20年３月31日まで

３．被取得企業の取得価額及びその内訳

取得の対価　　　　　　　日本精線株式会社の普通株式 2,948百万円

取得に直接要した費用　　アドバイザリー費用等 　42百万円

取得原価 2,990百万円　

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数及びその評価額

(1）株式の種類別の交換比率

大同ステンレス株式会社の普通株式１株：日本精線株式会社の普通株式11.1株

(2）株式交換比率の算定方法

日本精線株式会社はみずほ証券株式会社を、大同ステンレス株式会社は株式会社ＫＰＭＧ　ＦＡＳを

それぞれ第三者機関として選定して株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果をもとに当事者間で協

議の上、算定した。

(3）交付した株式数及びその評価額

交付した株式数　　　　　4,440,000株（交付日：平成19年10月１日）

交付した株式の評価額　　2,948百万円

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

負ののれんが発生したが、少額につき、注記を省略している。

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産　　　　　　　  5,525百万円

固定資産　　　　　　　  1,735百万円

資産合計　　　　　　　  7,260百万円

流動負債　　　　　　 　 3,974百万円

固定負債　　　　　　　  　294百万円

負債合計　　　　　　 　 4,269百万円

７．企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼ

す影響の概算額

売上高　　　　　　　 　 7,935百万円

営業利益　　　　　　 　 　360百万円

経常利益　　　　　　 　 　373百万円

税金等調整前当期純利益 　 373百万円

当期純利益　　　　　　  　213百万円

１株当たり当期純利益　       3.11円

（概算額の算定方法）

企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の

連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としている。

　なお、当該注記は監査証明を受けていない。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日　

至　平成20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。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
日本

（百万円）
タイ

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 24,451 2,610 27,061 － 27,061

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
252 1,054 1,307 (1,307) －

計 24,703 3,665 28,368 (1,307) 27,061

営業費用 21,937 3,552 25,489 (1,274) 24,214

営業利益 2,766 113 2,879 (32) 2,847

Ⅱ　資産 25,577 2,882 28,459 (143) 28,315

（注）１．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41百万円であり、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。

２．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は25百万円であり、その主なものは、管理部門に係

る資産の一部である。

３．会計方針の変更

（役員賞与に関する会計基準）

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（3）ハに記載のとおり、当連結会計年度より「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）を適用している。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は31百万円増加し、営業利益が同額減少している。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
日本

（百万円）
タイ

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 33,370 2,201 35,572 － 35,572

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
203 1,064 1,267 (1,267) －

計 33,574 3,266 36,840 (1,267) 35,572

営業費用 31,033 3,041 34,075 (1,212) 32,862

営業利益 2,540 224 2,765 (55) 2,709

Ⅱ　資産 33,383 2,450 35,834 (107) 35,726

（注）１．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48百万円であり、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。

２．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は30百万円であり、その主なものは、管理部門に係

る資産の一部である。

３．会計方針の変更

（減価償却方法の変更）
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　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（2）イに記載のとおり、当社は、法人税法の改正

に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、「日本」の営

業費用は15百万円増加し、営業利益は同額減少している。

４．追加情報

（残存簿価の５年償却）

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（2）イに記載のとおり、当社は、法人税法の改正

に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。この変更に伴い、従来の方法に

よった場合と比較して、「日本」の営業費用は67百万円増加し、営業利益は同額減少している。
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【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 東南アジア  北米  欧州  その他  計  

Ⅰ　海外売上高（百万円） 4,093  396  80  1,039  5,610  

Ⅱ　連結売上高（百万円）         27,061  

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
15.1  1.5  0.3  3.8  20.7  

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 東南アジア  北米  欧州  その他  計  

Ⅰ　海外売上高（百万円） 4,023  614  192  1,556  6,386  

Ⅱ　連結売上高（百万円）         35,572  

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
11.3  1.7  0.6  4.4  18.0  

　（注）１．国又は地域は、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。

(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……………スイス、ドイツ、フランス、イギリス

(4）その他…………中国、韓国

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。

【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上の
関係

その他の

関係会社

大同特殊

鋼㈱

名古屋市

東区
37,172

特殊鋼鋼

材等の製

造販売

（被所有）

直接 33.28
役員１

原材料の

購入

原材料の購

入
4,225

支払手形

及び買掛

金

2,291

（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示している。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

原材料等の購入及び製品の販売について、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様

の条件によっている。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上の
関係

親会社
大同特殊

鋼㈱

名古屋市

東区
37,172

特殊鋼鋼

材等の製

造販売

（被所有）

直接 40.63

間接  0.16

役員３
・原材料

の購入

原材料の購

入
4,897

支払手形

及び買掛

金

2,353

(2）兄弟会社等
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属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上の
関係

親会社の

子会社

大同興業

㈱

名古屋市

東区
1,511

特殊鋼・

製鋼原材

料等の販

売

（所有）

直接  0.23

（被所有）

直接  0.16

なし

・当社製

品の販売

・原材料

の購入

ステンレス

鋼線等の販

売

4,554

受取手形

及び売掛

金

2,410

原材料の購

入
4,729

支払手形

及び買掛

金

3,897

（注）１．上記(1)、(2)の金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示している。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

製品の販売及び原材料の購入について、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の

条件によっている。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額          532.92円

１株当たり当期純利益金額      57.02円

１株当たり純資産額         580.29円

１株当たり当期純利益金額         50.76円

　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。

　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。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（百万円） 1,595 1,532

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,595 1,532

期中平均株式数（千株） 27,978 30,189

（重要な後発事象）

該当事項なし。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項なし。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 765 640 4.0 －

一年以内に返済予定の長期借入金 200 1,300 1.3 －

一年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（一年以内に返済予定のものを除く。） 1,300 － － －

リース債務（一年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他の有利子負債 － － － －

合計 2,265 1,940 － －

　（注）　平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。

（２）【その他】

　特記事項なし。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
第77期

（平成19年３月31日）
第78期

（平成20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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   3,248   3,945  

２．受取手形 ※４  4,444   4,484  

３．売掛金 　  3,049   6,228  

４．有価証券   40   42  

５．商品   4   5  

６．製品   1,196   2,200  

７．原材料   897   1,229  

８．仕掛品   1,643   2,592  

９．貯蔵品   60   93  

10．前払費用   22   34  

11．繰延税金資産   266   309  

12．その他   80   56  

貸倒引当金   △1   －  

流動資産合計   14,952 56.0  21,223 61.3

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※１ 6,032   7,275   

減価償却累計額  3,668 2,363  4,449 2,825  

(2）構築物 ※１ 1,293   1,420   

減価償却累計額  952 341  1,037 382  

(3）機械及び装置 ※１ 18,551   22,881   

減価償却累計額  15,379 3,172  19,204 3,676  

(4）車両運搬具  37   52   

減価償却累計額  28 8  43 8  

(5）工具器具及び備品  678   900   

減価償却累計額  557 121  754 145  

(6）土地 ※１  1,333   1,547  

(7）建設仮勘定   73   186  

有形固定資産合計   7,415 27.8  8,773 25.4
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第77期

（平成19年３月31日）
第78期

（平成20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
（％）

２．無形固定資産        

(1）電話加入権   6   8  

(2）特許権等   11   15  

(3）ソフトウェア   49   47  

無形固定資産合計   67 0.2  71 0.2

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   1,631   1,239  

(2）関係会社株式   1,121   1,201  

(3）関係会社出資金   630   822  

(4）従業員に対する長期貸
付金

  5   21  

(5）破産更生債権等   1   －  

(6）長期前払費用   8   6  

(7）繰延税金資産   725   1,026  

(8）その他   158   221  

貸倒引当金   △1   －  

投資その他の資産合計   4,281 16.0  4,539 13.1

固定資産合計   11,764 44.0  13,384 38.7

資産合計   26,716 100.0  34,607 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形 ※４  117   198  

２．買掛金 ※３  5,751   9,656  

３．一年以内に返済予定の
長期借入金

  200   1,300  

４．未払金   257   262  

５．未払費用   282   256  

６．未払法人税等   796   561  

７．未払消費税等   34   16  

８．前受金   14   18  

９．預り金   47   63  

10．賞与引当金   430   560  

11．役員賞与引当金   31   39  

流動負債合計   7,963 29.8  12,933 37.4
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第77期

（平成19年３月31日）
第78期

（平成20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
（％）

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   1,300   －  

２．退職給付引当金   2,617   3,054  

３．役員退職慰労引当金   162   122  

固定負債合計   4,079 15.3  3,176 9.2

負債合計   12,043 45.1  16,110 46.6

        

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  4,062 15.2  5,000 14.4

２．資本剰余金 　       

(1）資本準備金 　 3,435   5,446   

資本剰余金合計 　  3,435 12.9  5,446 15.7

３．利益剰余金 　       

(1）利益準備金 　 359   359   

(2）その他利益剰余金 　       

海外投資等損失準備
金

　 12   6   

圧縮記帳積立金 　 79   75   

別途積立金 　 4,350   5,000   

繰越利益剰余金 　 1,716   2,268   

利益剰余金合計 　  6,517 24.4  7,709 22.3

４．自己株式 　  △17 △0.1  △22 △0.0

株主資本合計 　  13,998 52.4  18,133 52.4

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１．その他有価証券評価差
額金

　  674 2.5  363 1.0

評価・換算差額等合計 　  674 2.5  363 1.0

純資産合計 　  14,673 54.9  18,497 53.4

負債純資産合計 　  26,716 100.0  34,607 100.0
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②【損益計算書】

  
第77期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第78期
（自　平成19年４月１日
至　平成20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
（％）

Ⅰ　売上高        

１．商品売上高  213   －   

２．製品売上高  24,490 24,703 100.0 33,574 33,574 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首たな卸高  31   4   

２．製品期首たな卸高  1,273   1,196   

３．当期商品仕入高  966   1,048   

４．当期製品仕入高  774   488   

５．当期製品製造原価
※３
※４

18,729   29,689   

６．他勘定より振替高  217   241   

合計  21,993   32,668   

７．他勘定へ振替高 ※１ 1,318   2,161   

８．商品期末たな卸高  4   5   

９．製品期末たな卸高  1,196 19,473 78.8 2,200 28,300 84.3

売上総利益   5,229 21.2  5,273 15.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※４       

１．販売手数料  54   45   

２．荷造・運搬費  295   323   

３．役員報酬  150   155   

４．従業員給料手当  602   656   

５．賞与  131   126   

６．賞与引当金繰入額  135   145   

７．役員賞与引当金繰入額  31   39   

８．法定福利及び厚生費  188   198   

９．退職金・退職慰労金  0   7   

10．退職給付引当金繰入額  124   118   

11．役員退職慰労引当金繰
入額

 42   31   

12．旅費交通費  104   107   

13．減価償却費  67   64   

14．不動産賃借料  132   131   

15．試験研究費  74   101   

16．その他  362 2,500 10.2 524 2,776 8.3

営業利益   2,729 11.0  2,496 7.4
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第77期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第78期
（自　平成19年４月１日
至　平成20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
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  1   6   

２．有価証券利息  0   0   

３．受取配当金  18   31   

４．仕入割引  7   8   

５．技術指導料収入 ※３ 7   22   

６．移転補償金  22   －   

７．その他  10 68 0.3 9 78 0.2

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  14   18   

２．売上割引  22   33   

３．クレーム補償代  2   8   

４．その他  4 43 0.2 10 70 0.2

経常利益   2,753 11.1  2,504 7.4

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入額 　 －   2   

２．ゴルフ会員権売却益  － － － 0 2 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ 38   39   

２．投資有価証券評価損  －   6   

３．関係会社支援損  171   －   

４．ゴルフ会員権評価損  6 216 0.8 0 45 0.1

税引前当期純利益   2,537 10.3  2,461 7.3

法人税、住民税及び事業
税

 1,216   1,117   

法人税等調整額  △101 1,114 4.5 △71 1,045 3.1

当期純利益   1,422 5.8  1,415 4.2
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製造原価明細書

  
第77期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第78期
（自　平成19年４月１日
至　平成20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
（％）

Ⅰ　材料費   11,768 64.0  20,930 73.5

Ⅱ　労務費   3,313 18.0  3,785 13.3

Ⅲ　経費        

電力料  386   442   

減価償却費  783   938   

外注加工費  235   239   

その他  1,915 3,320 18.0 2,134 3,755 13.2

当期総製造費用   18,402 100.0  28,472 100.0

期首仕掛品たな卸高   1,331   1,643  

他勘定より振替高   639   2,166  

期末仕掛品たな卸高   1,643   2,592  

当期製品製造原価   18,729   29,689  

        

　（注）　原価計算の方法は、予定原価に基づく加工費工程別総合原価計算法であり、原価差額は期末において、たな卸資産

及び売上原価に配分している。
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③【株主資本等変動計算書】

第77期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

事業年度中の変動額            

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     △6   6 －  －

圧縮記帳積立金の取崩（注）      △3  3 －  －

圧縮記帳積立金の取崩      △3  3 －  －

別途積立金の積立（注）       800 △800 －  －

剰余金の配当（注）        △97 △97  △97

剰余金の配当        △111 △111  △111

役員賞与（注）        △25 △25  △25

当期純利益        1,422 1,422  1,422

自己株式の取得          △4 △4

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

           

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △12 △7 800 407 1,187 △4 1,183

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,062 3,435 3,435 359 12 79 4,350 1,716 6,517 △17 13,998

 

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

事業年度中の変動額    

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

剰余金の配当   △111

役員賞与（注）   △25

当期純利益   1,422

自己株式の取得   △4

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

65 65 65

事業年度中の変動額合計
（百万円）

65 65 1,249

平成19年３月31日　残高
（百万円）

674 674 14,673

（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。
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第78期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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19年３月31日　残高
（百万円）

4,062 3,435 3,435 359 12 79 4,350 1,716 6,517 △17 13,998

事業年度中の変動額            

新株の発行 937 2,010 2,010        2,948

海外投資等損失準備金の取崩     △6   6 －  －

圧縮記帳積立金の取崩      △3  3 －  －

別途積立金の積立       650 △650 －  －

剰余金の配当        △223 △223  △223

当期純利益        1,415 1,415  1,415

自己株式の取得          △5 △5

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

           

事業年度中の変動額合計
（百万円）

937 2,010 2,010 － △6 △3 650 551 1,192 △5 4,135

平成20年３月31日　残高
（百万円）

5,000 5,446 5,446 359 6 75 5,000 2,268 7,709 △22 18,133

 

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19年３月31日　残高
（百万円）

674 674 14,673

事業年度中の変動額    

新株の発行   2,948

海外投資等損失準備金の取崩   －

圧縮記帳積立金の取崩   －

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △223

当期純利益   1,415

自己株式の取得   △5

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△310 △310 △310

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△310 △310 3,824

平成20年３月31日　残高
（百万円）

363 363 18,497
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重要な会計方針

 
第77期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第78期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的債券

　償却原価法（定額法）

(1）満期保有目的債券

同左

 (2）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

同左

 (3）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）

(3）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 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

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ 

時価法

デリバティブ 

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

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

同左

４．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　４～11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　４～11年

　

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更してい

る。

これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ15百万円減

少している。

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上している。

これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益がそれぞれ67百万円減少

している。
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第77期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第78期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (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

５．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、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。

同左

６．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

 (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。

(2）賞与引当金

同左

 (3）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に基づき計上して

いる。

（会計方針の変更）

　当事業年度より、「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）を適用している。

　これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ31百万円減

少している。

(3）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に基づき計上して

いる。

 (4）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）退職給付引当金

同左

 (5）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。

(5）役員退職慰労引当金

同左
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第77期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第78期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

７．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

８．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…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

同左

 

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

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

　　消費税等の会計処理

　税抜方式によっている。

　　消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

第77期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第78期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当期より、「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14,673百万

円である。

　なお、当期における貸借対照表の純資産の部については、

財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則に

より作成している。

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

項目
第77期

（平成19年３月31日）
第78期

（平成20年３月31日）

※１．担保の状況 担保提供資産とその対応債務は次のとお

りである。（帳簿価額）

担保提供資産とその対応債務は次のとお

りである。（帳簿価額）

 担保提供資産

工場財団

（百万円）

 
対応債務

（百万円）

建物 1,645 
－

構築物 127 

機械装置 602   

土地 1,162   

計 3,537   

担保提供資産

工場財団

（百万円）

 
対応債務

（百万円）

建物 1,622 
－

構築物 113 

機械装置 484   

土地 1,162   

計 3,382   

　２．保証債務 関係会社の銀行取引に対する保証高 ──────

 THAI SEISEN CO.,

LTD.

   810百万円 　

※３．関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で科目に含まれ

ている関係会社に対するものは、次のとお

りである。

区分掲記されたもの以外で科目に含まれ

ている関係会社に対するものは、次のとお

りである。

 買掛金 2,404百万円 買掛金    2,471百万円

※４．期末日満期手形 期末日満期手形の会計処理については、当

期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。期末日満期手形の金額は次のとお

りである。

受取手形　　　　　　 　　746百万円

支払手形　　　　　　 　　　1百万円

──────

　

　

（損益計算書関係）

項目
第77期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第78期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．他勘定へ振替高 主なものは、ダイヤモンド工具の社内使用

分振替高である。

同左

※２．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。

 機械及び装置       25百万円

建物他      12百万円

機械及び装置       29百万円

建物他     10百万円

※３．関係会社に係る注記 関係会社との取引に係るものが次のとお

り含まれている。

関係会社との取引に係るものが次のとお

り含まれている。

 材料等仕入高 5,472百万円

技術指導料収入   7百万円

材料等仕入高 6,149百万円

技術指導料収入    22百万円

※４．研究開発費の総額 一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費

一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費

  459百万円     506百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

第77期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注） 38,954 7,920 － 46,874

合計 38,954 7,920 － 46,874

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加7,920株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

第78期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注） 46,874 7,546 － 54,420

合計 46,874 7,546 － 54,420

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加7,546株は、単元未満株式の買取りによる増加である。
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（リース取引関係）

第77期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第78期
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

(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)

期末残高
相当額
(百万円)

(有形固定資産)    

車両運搬具 6 3 3

工具器具及び備品 227 150 76

(無形固定資産)    

ソフトウェア 79 57 21

合計 313 211 101

(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)

期末残高
相当額
(百万円)

(有形固定資産)    

車両運搬具 22 7 15

工具器具及び備品 267 200 66

(無形固定資産)    

ソフトウェア 24 11 13

合計 314 218 95

（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。

同左

(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

１年内     60百万円

１年超      41百万円

合計       101百万円

(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

１年内       43百万円

１年超        52百万円

合計          95百万円

（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。

同左

(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

支払リース料     62百万円

減価償却費相当額     62百万円

(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

支払リース料       76百万円

減価償却費相当額       76百万円

(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。

（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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

 

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

　前事業年度（平成19年３月31日）及び当事業年度（平成20年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で

時価のあるものはない。
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（税効果会計関係）

第77期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第78期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産（流動） 百万円

賞与引当金 174

未払事業税 65

その他 26
 266
  

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 1,062

役員退職慰労引当金 65

ゴルフ会員権評価損 18

その他 4
 1,151

繰延税金負債（固定）  

圧縮記帳積立金 △54

海外投資等損失準備金 △8

その他有価証券評価差額金 △363
 △425

繰延税金資産（固定）の純額 725

繰延税金資産（流動） 百万円

賞与引当金 227

未払事業税 50

その他 31
 309
  

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 1,239

役員退職慰労引当金 49

その他有価証券評価差額金 9

その他 1
 1,300

繰延税金負債（固定）  

圧縮記帳積立金 △84

土地・建物評価益 △54

投資有価証券評価益 △29

海外投資等損失準備金 △4

その他有価証券評価差額金 △101
 △273

繰延税金資産（固定）の純額 1,026

 （注）繰延税金資産（固定）のゴルフ会員権評価損は、控

除している。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（％）

法定実効税率 40.6

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9

役員賞与永久に損金に算入されない項目 0.5

寄付金等永久に損金に算入されない項目 2.7

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△0.1

住民税均等割額 0.5

試験研究費控除額 △1.5

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.9

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略している。

　

　  

　  

　  

　  

　  

　  

　  

　  

　  

（企業結合等関係）

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略している。
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（１株当たり情報）

第77期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第78期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額      524.51円

１株当たり当期純利益金額    50.85円

１株当たり純資産額           570.78円

１株当たり当期純利益金額         46.90円

　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。

　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。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
第77期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第78期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（百万円） 1,422 1,415

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,422 1,415

期中平均株式数（千株） 27,978 30,189

（重要な後発事象）

該当事項なし。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証

券

その他有

価証券

日本冶金工業㈱ 550,000 438

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 263,370 226

㈱みずほフィナンシャルグループ（普通株） 305 111

㈱みずほフィナンシャルグループ（優先株） 100 100

㈱池田銀行 34,284 92

ナス鋼帯㈱ 1,800,000 90

丸紅㈱ 29,000 21

テクノアソシエ㈱ 19,734 21

日本フィルコン㈱ 33,000 18

㈱中京銀行 54,000 15

その他（18銘柄） 239,650 73

計 3,023,443 1,209

【債券】

銘柄
券面総額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

有価証券

満期保有

目的の債

券

利付金融債（１銘柄） 2 2

投資有価証

券

満期保有

目的の債

券

利付金融債（１銘柄） 30 30

計 32 32

【その他】

種類及び銘柄
投資口数等
（百万口）

貸借対照表計上額
（百万円）

有価証券
その他有

価証券

（投資信託受益証券）

証券投資信託受益証券（２銘柄）
40 40

計 40 40
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産        

建物 6,032 1,266 23 7,275 4,449 145 2,825

構築物 1,293 132 6 1,420 1,037 48 382

機械及び装置 18,551 4,659 329 22,881 19,204 725 3,676

車両運搬具 37 17 1 52 43 3 8

工具器具及び備品 678 329 107 900 754 60 145

土地 1,333 214 － 1,547 － － 1,547

建設仮勘定 73 186 73 186 － － 186

有形固定資産計 28,001 6,805 542 34,263 25,490 983 8,773

無形固定資産        

電話加入権 － － － 8 － － 8

特許権等 － － － 27 12 2 15

ソフトウェア － － － 96 49 17 47

無形固定資産計 － － － 132 61 19 71

長期前払費用 22 4 1 25 18 4 6

繰延資産        

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

　（注）１．当期増減額のうち主なものは次のとおりである。

機械及び装置
増加額 鋼線部門品質改善及び原価低減設備 283百万円

減少額 機械の更新による除却 329百万円

２．当期増加額には、大同ステンレス株式会社との合併による増加額が次のとおり含まれている。

建物　　　　　　　  940百万円

構築物　　　　　　   94百万円

機械及び装置　　　4,067百万円

車両運搬具　　 　    15百万円

工具器具及び備品    263百万円

土地　　　　　　 　 214百万円

３．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略している。

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 2 1 1 2 －

賞与引当金 430 560 430 － 560

役員賞与引当金 31 39 31 － 39

役員退職慰労引当金 162 31 71 － 122

　（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による取崩額である。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 8

預金  

当座預金 1,908

普通預金 3

通知預金 1,990

定期預金 30

別段預金 5

小計 3,937

合計 3,945

ロ．受取手形

相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱メタルワン 957

ナス物産㈱ 590

㈱メタルワン鉄鋼製品販売 510

第一金属㈱ 300

三井物産㈱ 226

その他 1,899

合計 4,484

期日別内訳

期日別 金額（百万円）

平成20年４月 1,311

　 〃 　５月 1,068

　 〃 　６月 1,178

　 〃 　７月 797

　 〃 　８月 127

　 〃 　９月以降 0

合計 4,484

ハ．売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

大同興業㈱ 2,410

ウメトク㈱ 264

㈱メタルワン 254
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相手先 金額（百万円）

佐久間特殊鋼㈱ 202

富士フイルム㈱ 179

その他 2,917

合計 6,228

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

前期繰越高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

次期繰越高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
366

3,049 35,195 32,015 6,228 83.7 48.2

　（注）　上記金額には消費税等が含まれている。

ニ．たな卸資産

科目 内訳 金額（百万円）

商品 ステンレス釘・ステンレスたわし他  5

製品 ステンレス鋼線 1,651  

 金属繊維 314  

 その他 234 2,200

原材料 ステンレス線材 1,224  

 その他 4 1,229

仕掛品 ステンレス鋼線 1,805  

 金属繊維 673  

 その他 113 2,592

貯蔵品 超硬工具他  93

合計   6,120

②　流動負債

イ．支払手形（固定資産購入支払手形を含む。）

相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱信光ステンレス 55

丸太運輸㈱ 40

㈱マルサン機械 35

田村機械工業㈱ 15

田島スチール㈱ 9

その他 42

合計 198
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期日別内訳

期日別 金額（百万円）

平成20年４月 36

　 〃 　５月 63

　 〃 　６月 33

　 〃 　７月 45

　 〃 　８月 20

　 〃 　９月以降 －

合計 198

ロ．買掛金

相手先 金額（百万円）

大同興業㈱ 3,897

大同特殊鋼㈱ 2,353

三井物産㈱ 1,644

大同スペシャルメタル㈱ 241

ＰＯＳＣＯ ＪＡＰＡＮ㈱ 207

その他 1,311

合計 9,656

③　固定負債

退職給付引当金

区分 金額（百万円）

未積立退職給付債務 2,940

会計基準変更時差異の未処理額 △5

未認識数理計算上の差異 119

合計 3,054

（３）【その他】

①　決算日後の状況

　特記事項なし。

②　訴訟

　特記事項なし。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月３１日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月３１日

株券の種類
100株券、500株券、1,000株券、5,000株券、10,000株券及び100株未満の株数を

表示した株券

剰余金の配当の基準日
９月３０日

３月３１日

１単元の株式数 １，０００株

株式の名義書換え  

取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社

取次所
みずほ信託銀行株式会社　全国各支店

みずほインベスターズ証券株式会社　本店及び全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

株券喪失登録に伴う手数料
１．喪失登録　　　　１件につき10,000円

２．喪失登録株券　　１枚につき　 500円

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社

取次所
みずほ信託銀行株式会社　全国各支店

みずほインベスターズ証券株式会社　本店及び全国各支店

買取手数料 無料

公告掲載方法 日本経済新聞

株主に対する特典

毎年３月31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、１

単元（1,000株）以上を保有している株主に一律3,000円相当のオリジナルク

オカードを贈呈

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定

による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける

権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はない。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第77期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）平成19年６月29日近畿財務局長に提出。

(2）半期報告書

（第78期中）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）平成19年12月27日関東財務局長に提出。

(3）臨時報告書

①証券取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の３（資産の額若

しくは売上高が増加することが見込まれる吸収合併）に基づく臨時報告書を平成19年４月６日近畿財務局長に

提出。

②金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（親会社の異

動）に基づく臨時報告書を平成19年10月３日関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項なし。
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独立監査人の監査報告書

  平成19年６月28日  

日本精線株式会社    

 取締役会　御中  

 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連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損

益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連

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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、日本精線

株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以　上

　上記は、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（有価証券報告書提出会社）が連

結財務諸表に添付する形で別途保管している。
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独立監査人の監査報告書

  平成20年６月13日  

日本精線株式会社    

 取締役会　御中  

 大阪監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 馬塲　泰德　　印

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 堀　　亮三　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、日本精線

株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以　上

　上記は、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（有価証券報告書提出会社）が連

結財務諸表に添付する形で別途保管している。
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独立監査人の監査報告書

  平成19年６月28日  

日本精線株式会社    

 取締役会　御中  

 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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、日本精線株式

会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

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

以　上

　上記は、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（有価証券報告書提出会社）が財

務諸表に添付する形で別途保管している。
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独立監査人の監査報告書

  平成20年６月13日  

日本精線株式会社    

 取締役会　御中  

 大阪監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 馬塲　泰德　　印

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 堀　　亮三　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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19年４月１日から平成20年３月31日までの第78期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、日本精線株式

会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

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

以　上

　上記は、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（有価証券報告書提出会社）が財

務諸表に添付する形で別途保管している。
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