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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】

提出会社の状況

回次 第43期中 第44期中 第45期中 第43期 第44期

会計期間

自平成18年
３月１日
至平成18年
８月31日

自平成19年
３月１日
至平成19年
８月31日

自平成20年
３月１日
至平成20年
８月31日

自平成18年
３月１日
至平成19年
２月28日

自平成19年
３月１日
至平成20年
２月29日

売上高 百万円 2,729 2,964 2,666 6,254 6,175

経常利益 百万円 171 147 30 459 292

中間（当期）純利益

又は中間純損失(△)
百万円 59 83 △177 223 150

持分法を適用した場

合の投資利益
百万円 － － － － －

資本金 百万円 647 647 647 647 647

発行済株式総数 千株 4,691 4,691 4,691 4,691 4,691

純資産額 百万円 5,406 5,534 5,310 5,547 5,566

総資産額 百万円 6,937 6,989 6,824 7,512 7,205

１株当たり純資産額 円 1,158.34 1,186.04 1,138.83 1,188.58 1,193.16

１株当たり中間(当

期)純利益金額又は

中間純損失金額(△)

円 12.79 17.93 △38.05 47.89 32.18

潜在株式調整後１株

当たり中間(当期)純

利益金額

円 － － － － －

１株当たり配当額 円 － － － 20.00 15.00

自己資本比率 ％ 77.9 79.2 77.8 73.8 77.3

営業活動による

キャッシュ・フロー
百万円 151 178 221 101 239

投資活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △51 △328 △212 △417 △422

財務活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △70 △193 △71 △71 △194

現金及び現金同等物

の中間期末(期末)残

高

百万円 1,244 485 388 829 450

従業員数 人 135 147 151 138 147

　（注）１．当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　３．当社には関連会社がないため、持分法を適用した場合の投資利益については記載しておりません。

４．第43期中、第44期中、第43期及び第44期の潜在株式調整後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おりません。

　５．第45期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額は、１株当たり中間純損失であり、また潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

６．第43期の１株当たり配当額20円には、特別配当５円を含んでおります。
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

　 平成20年８月31日現在

従業員数（人） 151

　（注）　従業員数は就業人員であります。

(2）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1)業績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による金融機関の業績悪化や株式市場の低迷、ま

た原油価格をはじめとする原材料価格の高騰等、景気は先行き不透明な状況で推移いたしました。

　当社におきましても、改正建築基準法の施行による受注減、石化材料価格の高騰による利益減等により非常に厳し

い状況で推移いたしました。

　これらの結果、当中間会計期間の売上高は2,666,437千円（前年同期比10.0％減）となりました。利益面におきまし

ても、営業利益23,257千円（前年同期比83.8％減）、経常利益30,218千円（前年同期比79.6％減）、特別損失として役

員退職慰労引当金繰入額及び工場移転費用を計上したことにより、中間純損失177,464千円（前年同期の中間純利益

83,654千円）となりました。

(2)キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は388,286千円となり、前事業年度末残

高450,383千円に対し、62,096千円減少いたしました。

　また、当中間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、次のとおりであります。

（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221,413千円（前年同期比23.7％増）となりました。これは主に、減価償却費

75,133千円、役員退職慰労引当金の増加額189,116千円及び売上債権の減少額346,242千円等の増加要因に対し、税

引前中間純損失191,950千円及び仕入債務の減少額307,826千円等の減少要因が相殺されたものであります。

（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212,386千円（前年同期比35.4％減）となりました。これは主に、有形固定資産

の取得による支出212,541千円によるものであります。

（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71,123千円（前年同期比63.3％減）となりました。これは、配当金の支払額

70,257千円及び自己株式の取得による支出866千円によるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

品目
当中間会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前年同期比（％）

防災用電線（千円） 683,639 91.7

通信用ケーブル（千円） 510,001 99.4

計装・制御用ケーブル（千円） 1,374,301 94.7

その他（千円） 142,038 74.8

合計（千円） 2,709,980 93.5

　（注）　金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(3）販売実績

品目
当中間会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前年同期比（％）

防災用電線（千円） 586,276 78.7

通信用ケーブル（千円） 516,778 97.9

計装・制御用ケーブル（千円） 1,404,826 94.5

その他（千円） 158,554 77.7

合計（千円） 2,666,437 90.0

　（注）１．主な相手先別販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

泉州電業株式会社 1,001,489 33.8 810,441 30.4

株式会社フジクラ 465,749 15.7 392,688 14.7

２．金額には消費税等は含まれておりません。

３【対処すべき課題】

　当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。
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４【経営上の重要な契約等】

　当中間会計期間において、新たに決定又は締結した経営上の重要な契約等はありません。

５【研究開発活動】

　研究開発活動については、ユーザーニーズが多様化・高度化している中、今後も成長が期待される産業分野に的を絞

り、新技術の開発・改良に積極的に取り組んでおります。

　計装・制御用ケーブル分野では、オープンネットワークに使用されるフィールドバスケーブル（ＦＡ／ＰＡ用ケー

ブル）の要請が高まる中で、上位層の産業用Ｅｔｈｅｒｎｅｔの市場が急成長を遂げており、従来より販売しており

ます下位層のＤｅｖｉｃｅＮｅｔ、ＣＣ－Lｉｎｋ、ＰＲＯＦＩＢＵＳケーブル及び最下位層のＡｓ－ｉケーブル等に

加え、製品の高付加価値化・新材料及び生産技術の開発に至るまで常に「使い易さ」を追求した積極的な活動を行っ

ております。

　高強度ＭＩＬ光ケーブルは、難燃・可とう性等ケーブルの持つ特徴を生かし、更なる用途展開を進める中で、社会連

携プロジェクトに参画し大学との密接な連携・協力関係を保つと共に共同研究を推進し、独自性を重視した非電線分

野への研究開発を積極的に取り組んでおります。

　当中間会計期間の研究開発費の総額は9,384千円となっております。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備計画の変更

　当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。

(2）重要な設備計画の完了

　①重要な設備の新設

　前事業年度末に計画していた重要な設備の新設で、当中間会計期間に完了したものはありません。

　②重要な設備の除却

　前事業年度末に計画していた重要な設備の除却は、次のとおり当中間会計期間に完了いたしました。

事業所名 設備の内容
帳簿価額
（千円）

除却完了年月日 除却後の減少能力

　東条工場 　建物 34,824 平成20年６月　 －

　（注）　金額には消費税等は含まれておりません。

(3）重要な設備の新設等

　当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等はありません。

(4）重要な設備の除却等

　　当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等はありません。
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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 12,000,000

計 12,000,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発
行数（株）
（平成20年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月27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 4,691,555 4,691,555
㈱大阪証券取引所

（市場第二部）
－

計 4,691,555 4,691,555 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

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
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年３月１日～

　

平成20年８月31日

　

－ 4,691,555 － 647,785 － 637,785
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年８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（％）

植村　博 大阪市都島区 542 11.56

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 290 6.18

植村　剛嗣 兵庫県西宮市 258 5.50

株式会社フジクラ 東京都江東区木場１丁目５番１号 179 3.82

青木　さち子 大阪府交野市 173 3.71

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 168 3.59

昭和電線ケーブルシステム株

式会社
東京都港区虎ノ門１丁目１番18号 161 3.43

エスアイエス　セガ　インター

セトル　エージー

（常任代理人　株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行）

BASLERSTRASSE 100,CH-4600 OLTEN

SWITZERLAND

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号　

決済事業部）

127 2.71

泉州電業株式会社 大阪市北区兎我野町２番４号 97 2.09

因幡電機産業株式会社 大阪市西区立売堀４丁目11番14号 84 1.81

計 － 2,082 44.38

（注）　上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、290千株であり

ます。

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年８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　　  28,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   4,603,000 4,603 －

単元未満株式 普通株式　　　60,555 － －

発行済株式総数 4,691,555 － －

総株主の議決権 － 4,603 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が252株含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年８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（％）

日本電線工業株式

会社

大阪府大東市御領

１丁目10番１号
28,000 － 28,000 0.60

計 － 28,000 － 28,000 0.60

　（注）　株主名簿上の自己株式数は、期末日現在の実保有株式数と一致しております。
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２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高（円） 525 505 480 480 475 454

最低（円） 499 470 475 475 431 430

　（注）　株式会社大阪証券取引所市場第二部における、最高・最低株価であります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

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

下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31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20年３月１日から平成20年８月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成し

ております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月

31日まで）及び当中間会計期間（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）の中間財務諸表について、あずさ監

査法人により中間監査を受けております。

３．中間連結財務諸表について

　当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【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19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  63,664   60,174   47,840   

２．受取手形 ※３ 249,703   363,865   346,249   

３．売掛金  1,522,231   1,316,314   1,680,172   

４．有価証券  421,880   328,112   402,542   

５．たな卸資産  502,979   459,158   569,193   

６．その他 ※４ 54,936   53,805   49,593   

貸倒引当金  △5,711   △5,407   △6,527   

流動資産合計   2,809,684 40.2  2,576,023 37.7  3,089,064 42.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１         

(1)建物  947,495   853,179   917,135   

(2)機械装置  299,217   285,126   291,435   

(3)土地  2,421,030   2,421,030   2,421,030   

(4)その他  99,388   306,220   103,847   

計  3,767,131   3,865,556   3,733,448   

２．無形固定資産  83,690   65,638   73,833   

３．投資その他の資産           

その他  329,471   317,528   309,254   

貸倒引当金  △6   △10   △8   

計  329,464   317,518   309,245   

         固定資産合計   4,180,286 59.8  4,248,712 62.3  4,116,527 57.1

資産合計   6,989,971 100.0  6,824,736 100.0  7,205,592 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形 ※３ 621,426   486,325   761,590   

２．買掛金  286,172   324,829   357,390   

３．短期借入金  200,000   200,000   200,000   

４．未払法人税等  72,733   6,840   41,122   

５．賞与引当金  39,333   37,267   25,393   

６．役員賞与引当金  5,000   ―   10,000   

７．その他 ※４ 120,746   159,698   134,185   

流動負債合計   1,345,412 19.2  1,214,961 17.8  1,529,682 21.2

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金  105,755   106,831   105,701   

２．役員退職慰労引当
金　

 ―   189,116   ―   

３．その他  4,598   3,133   3,866   

固定負債合計   110,354 1.6  299,081 4.4  109,568 1.5

負債合計   1,455,767 20.8  1,514,042 22.2  1,639,250 22.7
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前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   647,785   647,785   647,785  

２．資本剰余金           

資本準備金  637,785   637,785   637,785   

資本剰余金合計   637,785   637,785   637,785  

３．利益剰余金           

(1)利益準備金  92,150   92,150   92,150   

(2)その他利益剰余金           

別途積立金  3,960,000   4,010,000   3,960,000   

繰越利益剰余金  181,468   △49,484   247,957   

利益剰余金合計   4,233,618   4,052,665   4,300,107  

４．自己株式   △12,625   △14,076   △13,210  

株主資本合計   5,506,563 78.8  5,324,158 78.0  5,572,466 77.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券評価
差額金

  27,641   △13,464   △6,124  

評価・換算差額等合
計

  27,641 0.4  △13,464 △0.2  △6,124 △0.1

純資産合計   5,534,204 79.2  5,310,693 77.8  5,566,342 77.3

負債純資産合計   6,989,971 100.0  6,824,736 100.0  7,205,592 100.0

           

EDINET提出書類

日本電線工業株式会社(E01348)

半期報告書

13/31



②【中間損益計算書】

  
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,964,353 100.0  2,666,437 100.0  6,175,981 100.0

Ⅱ　売上原価   2,439,086 82.3  2,256,221 84.6  5,079,873 82.3

売上総利益   525,266 17.7  410,215 15.4  1,096,107 17.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費   381,752 12.9  386,958 14.5  809,805 13.1

営業利益   143,514 4.8  23,257 0.9  286,301 4.6

Ⅳ　営業外収益 ※１ 5,793 0.2  8,439 0.3  9,289 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 1,456 0.0  1,477 0.1  2,736 0.0

経常利益   147,851 5.0  30,218 1.1  292,854 4.7

Ⅵ　特別利益 　          

投資有価証券売却
益

 ― ― ― ― ― ― 5,246 5,246 0.1

Ⅶ　特別損失 　          

工場移転費用 ※３ ― 　 　 35,702   ―   

投資有価証券評価
損

 ― 　 　 ―   28,179   

役員退職慰労引当
金繰入額

 ― ― ― 186,466 222,169 8.3 ― 28,179 0.4

税引前中間（当
期）純利益又は中
間純損失(△)

  147,851 5.0  △191,950 △7.2 　 269,922 4.4

法人税、住民税及び
事業税

 69,383   4,231   124,078   

法人税等調整額  △5,186 64,196 2.2 △18,717 △14,486 △0.5 △4,298 119,779 2.0

中間（当期）純利
益又は中間純損失
(△)

  83,654 2.8  △177,464 △6.7  150,143 2.4

           

EDINET提出書類

日本電線工業株式会社(E01348)

半期報告書

14/31



③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８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 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年２月28日　残高
（千円）

647,785 637,785 92,150 3,840,000 311,158 4,243,308 △11,914 5,516,963

中間会計期間中の変動額         

別途積立金の積立    120,000 △120,000 ―  ―

剰余金の配当     △93,344 △93,344  △93,344

中間純利益     83,654 83,654  83,654

自己株式の取得       △711 △711

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
（千円）

― ― ― 120,000 △129,689 △9,689 △711 △10,400

平成19年８月31日　残高
（千円）

647,785 637,785 92,150 3,960,000 181,468 4,233,618 △12,625 5,506,563

 

評価・換算
差額等

純資産合計
その他有
価証券評
価差額金

平成19年２月28日　残高
（千円）

30,361 5,547,324

中間会計期間中の変動額   

別途積立金の積立  ―

剰余金の配当  △93,344

中間純利益  83,654

自己株式の取得  △711

株主資本以外の項目の中間会計期間中の
変動額（純額）

△2,720 △2,720

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△2,720 △13,120

平成19年８月31日　残高
（千円）

27,641 5,534,204

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８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 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成20年２月29日　残高
（千円）

647,785 637,785 92,150 3,960,000 247,957 4,300,107 △13,210 5,572,466

中間会計期間中の変動額         

別途積立金の積立    50,000 △50,000 ―  ―

剰余金の配当     △69,977 △69,977  △69,977

中間純損失     △177,464 △177,464  △177,464

自己株式の取得       △866 △866

株主資本以外の項目の中間会計期間中の
変動額（純額）
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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 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

― ― ― 50,000 △297,442 △247,442 △866 △248,308

平成20年８月31日　残高
（千円）

647,785 637,785 92,150 4,010,000 △49,484 4,052,665 △14,076 5,324,158

 

評価・換算
差額等

純資産合計
その他有
価証券評
価差額金

平成20年２月29日　残高
（千円）

△6,124 5,566,342

中間会計期間中の変動額   

別途積立金の積立  ―

剰余金の配当  △69,977

中間純損失  △177,464

自己株式の取得  △866

株主資本以外の項目の中間会計期間中の
変動額（純額）

△7,339 △7,339

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△7,339 △255,648

平成20年８月31日　残高
（千円）

△13,464 5,310,693

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年２月28日　残高
（千円）

647,785 637,785 92,150 3,840,000 311,158 4,243,308 △11,914 5,516,963

事業年度中の変動額         

別途積立金の積立    120,000 △120,000 ―  ―

剰余金の配当     △93,344 △93,344  △93,344

当期純利益     150,143 150,143  150,143

自己株式の取得       △1,296 △1,296

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
（千円）

― ― ― 120,000 △63,200 56,799 △1,296 55,503

平成20年２月29日　残高
（千円）

647,785 637,785 92,150 3,960,000 247,957 4,300,107 △13,210 5,572,466

 

評価・換算
差額等

純資産合計
その他有
価証券評
価差額金

平成19年２月28日　残高
（千円）

30,361 5,547,324

事業年度中の変動額   
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評価・換算
差額等

純資産合計
その他有
価証券評
価差額金

別途積立金の積立  ―

剰余金の配当  △93,344

当期純利益  150,143

自己株式の取得  △1,296

株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額(純額）

△36,485 △36,485

事業年度中の変動額合計
（千円）

△36,485 19,017

平成20年２月29日　残高
（千円）

△6,124 5,566,342
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約キャッシュ・フ
ロー計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前中間(当期)純
利益又は中間純損失
(△)

 147,851 △191,950 269,922

減価償却費  69,000 75,133 150,107

投資有価証券売却益  ― ― △5,246

投資有価証券評価損  ― ― 28,179

貸倒引当金の増加額
(△減少額)  △1,438 △1,117 △619

賞与引当金の増加額
(△減少額)  13,540 11,874 △400

役員賞与引当金の増
加額（△減少額）

 △8,000 △10,000 △3,000

退職給付引当金の増
加額（△減少額）

 4,171 1,129 4,117

役員退職慰労引当金
の増加額（△減少
額）

 ― 189,116 ―

受取利息及び受取配
当金

 △2,052 △3,673 △3,809

支払利息  1,444 1,413 2,714

工場移転費用  ― 35,702 ―

売上債権の減少額(△
増加額)  451,638 346,242 197,152

たな卸資産の減少額
(△増加額)  15,621 110,034 △50,592

仕入債務の増加額(△
減少額)  △352,778 △307,826 △141,396

未払消費税等の増加
額(△減少額)  △13,101 23,947 △16,950

その他流動資産の減
少額(△増加額)  △3,081 △10,421 △2,097

その他流動負債の増
加額(△減少額)  △36,713 △12,005 5,040

その他  962 1,032 △2,347

小計  287,064 258,631 430,773

利息及び配当金の受
取額

 2,052 3,673 3,809

利息の支払額  △2,659 △2,840 △2,659

法人税等の支払額  △107,508 △38,051 △192,920

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 178,949 221,413 239,002
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前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約キャッシュ・フ
ロー計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

投資有価証券の取得
による支出

 △148,143 ― △172,707

投資有価証券の売却
による収入

 ― ― 7,045

有形固定資産の取得
による支出

 △168,444 △212,541 △231,635

無形固定資産の取得
による支出

 △11,051 ― △12,774

生命保険積立金の増
加額

 △255 △249 △11,957

生命保険解約による
収入

 985 974 985

貸付による支出  △1,650 △1,350 △2,950

貸付金の回収による
収入

 400 780 1,080

その他  △469 ― ―

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △328,627 △212,386 △422,913

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増減額  △100,000 ― △100,000

自己株式の取得によ
る支出

 △711 △866 △1,296

配当金の支払額  △93,234 △70,257 △93,579

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △193,946 △71,123 △194,875

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

 △343,624 △62,096 △378,785

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 829,169 450,383 829,169

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高  485,544 388,286 450,383
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

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、売却原価は総

平均法により算定）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）有価証券

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、売却原価は総平均

法により算定）

 時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

製品、仕掛品、原材料

　総平均法による原価法

(2）たな卸資産

製品、仕掛品、原材料

同左

(2）たな卸資産

製品、仕掛品、原材料

同左

 貯蔵品

　最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（建物附属設

備を除く）については、定額

法によっております。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　　７～31年

機械装置　　　　５～10年

また、資産に計上している

リース資産（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、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額

法によっております。

(2）無形固定資産

　──────

(1）有形固定資産

　同左

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

 

 

(2）無形固定資産

     定額法

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間（５年）に基づいてお

ります。

(1）有形固定資産

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おります。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

従業員賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

 (3）役員賞与引当金

役員賞与の支出に充てるため、

当事業年度における支給見込

額の当中間会計期間に帰属す

る金額を計上しています。

(3）役員賞与引当金

　──────

(3）役員賞与引当金

役員賞与の支出に充てるため、

当事業年度における支給見込

額を計上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 (4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務及び年金資産額

に基づき計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

──────

(4）退職給付引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金支給に

備えるため、内規に基づく中間

会計期間末要支給額を計上して

おります。

当社は平成20年５月22日開催の

臨時取締役会において、役員退

職慰労金制度を廃止し、在任中

の役員に対し、内規に基づく制

度廃止日までの在任期間に係る

退職慰労金を退任時に支給する

ことを決議いたしました。従い

まして、当中間会計期間末日に

おける役員退職慰労引当金残高

は、当該決議以前から在任して

いる役員に対する支給予定額で

あります。

(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

給付債務及び年金資産額に基

づき計上しております。

　

(5）役員退職慰労引当金

──────

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

す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、

通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

同左 同左

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（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

からなっております。

同左 同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式を採用しております。

同左 同左
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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19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．減価償却方法の変更

　当中間会計期間から、法人税法の改

正（（所得税法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日　法律第６

号）及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令　平成19年３月30日　政

令第83号））に伴い、平成19年４月１

日以降取得の有形固定資産について

は、改正後の法人税法に規定する償却

方法により、減価償却費を計上してお

ります。

　なお、この変更に伴う営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益に与える

影響は軽微であります。

────── １．減価償却方法の変更

　当事業年度より、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日　法律第６

号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19年３月30日

　政令第83号））に伴い、平成19年

４月１日以降取得の有形固定資産

については、改正後の法人税法に規

定する償却方法により、減価償却費

を計上しております。

　なお、この変更に伴う営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益に与え

る影響は軽微であります。

　────── ２．役員退職慰労引当金

　従来、役員退職慰労金は支出時の費

用として処理しておりましたが、改

正後の「租税特別措置法上の準備金

及び特別法上の引当金又は準備金並

びに役員退職慰労引当金等に関する

監査上の取扱い」（日本公認会計士

協会監査・保証実務委員会報告第42

号）が公表されたことを契機とし

て、役員退職慰労引当金の計上が会

計慣行として定着してきたこと及び

役員の在任期間の長期化に伴い役員

退職慰労金の金額的重要性が増した

ことから、財務内容の健全化を図る

ため、当中間会計期間より内規に基

づく中間会計期間末要支給額を役員

退職慰労引当金として計上する方法

に変更しております。なお、平成20年

５月22日開催の臨時取締役会をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止いたし

ましたので、制度廃止日までの在任

期間の要支給額を計上しておりま

す。

　この変更に伴い、過年度対応額

186,466千円は特別損失に、当中間会

計期間発生額2,650千円は販売費及び

一般管理費に計上しております。

　この結果、従来と比べ営業利益及び

経常利益はそれぞれ2,650千円減少

し、税引前中間純損失は189,116千円

増加しております。

　──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度末
（平成20年２月29日）

 千円 千円 千円

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
2,925,134 2,916,751 2,998,121

　２　受取手形裏書譲渡高 314,762 294,613 374,894

※３　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、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当中間会

計期間の末日は金融機関の休日で

あったため、次の中間期末日満期手

形が中間期末残高に含まれており

ます。

受取手形　　   28,572

支払手形　　　 44,202

─────

　

　

　

　

　

　

　

※４　消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は

これを相殺し、流動資産のその他に

計上しております。その金額は

9,684千円であります。

仮払消費税等及び仮受消費税等は

これを相殺し、流動負債のその他に

計上しております。その金額は

23,947千円であります。

─────

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 千円 千円 千円

※１　営業外収益のうち主要

なもの

   

受取利息 10 35 33

有価証券利息 1,212 711 2,039

受取配当金 829 2,925 1,735

※２　営業外費用のうち主要

なもの

   

支払利息 1,444 1,413 2,714

※３　工場移転費用 ───── 工場移転費用は、当社東条工場の

移転に伴い発生したものであり、

内訳は次のとおりです。

建物除却損   34,824

その他除却損 878

計 35,702

─────

 

　４　減価償却実施額    

有形固定資産

         無形固定資産

69,000

                      ―

66,938

8,195

141,987

8,120
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８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

 
前事業年度末株式
数（千株）

当中間会計期間増
加株式数（千株）

当中間会計期間減
少株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 4,691 － － 4,691

合計 4,691 － － 4,691

自己株式     

普通株式（注） 24 1 － 25

合計 24 1 － 25

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月24日

定時株主総会
普通株式 93,344 20 平成19年２月28日 平成19年５月25日

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

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８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

 
前事業年度末株式
数（千株）

当中間会計期間増
加株式数（千株）

当中間会計期間減
少株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 4,691 － － 4,691

合計 4,691 － － 4,691

自己株式     

普通株式（注） 26 1 － 28

合計 26 1 － 28

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月22日

定時株主総会
普通株式 69,977 15 平成20年２月29日 平成20年５月23日

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

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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
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前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

発行済株式     

普通株式 4,691 － － 4,691

合計 4,691 － － 4,691

自己株式     

普通株式（注） 24 2 － 26

合計 24 2 － 26

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月24日

定時株主総会
普通株式 93,344 20 平成19年２月28日 平成19年５月25日

(2)基準日が当事業年度に帰属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

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５月22日

定時株主総会
普通株式 69,977 利益剰余金 15 平成20年２月29日 平成20年５月23日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

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８月31日現在） （平成20年８月31日現在） （平成20年２月29日現在）

現金及び預金勘定 63,664千円

有価証券 421,880千円

現金及び現金同等物 485,544千円

現金及び預金勘定    60,174千円

有価証券 328,112千円

現金及び現金同等物    388,286千円

現金及び預金勘定     47,840千円

有価証券 402,542千円

現金及び現金同等物 450,383千円
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（リース取引関係）

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年８月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 198,282 244,887 46,604

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

公社債投資信託の受益証券（ＭＭＦ） 6,145

公社債投資信託の受益証券（ＦＦＦ） 415,735

当中間会計期間末（平成20年８月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 192,868 170,166 △22,701

（注）当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について、減損処理を行ったものはありません。な

お、株式の減損処理にあたっては、期末における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄について、一律減損

処理しております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

公社債投資信託の受益証券（ＭＭＦ） 6,171

公社債投資信託の受益証券（ＦＦＦ） 321,940

前事業年度末（平成20年２月29日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　 取得原価（千円）
貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

株式 192,868 182,542 △10,326

　（注）当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について28,179千円減損処理を行っております。なお、株式

の減損処理にあたっては、期末における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄について、一律減損処理し

ております。

２．当事業年度中に売却したその他有価証券 　

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

7,045 5,246 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

公社債投資信託の受益証券（ＭＭＦ） 6,158
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 貸借対照表計上額（千円）

公社債投資信託の受益証券（ＦＦＦ） 396,383

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（平成19年８月31日）

　期末残高がないため該当事項はありません。

当中間会計期間（平成20年８月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（平成20年２月29日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 1,186円04銭

１株当たり中間純利益

金額
17円93銭

１株当たり純資産額 1,138円83銭

１株当たり中間純損失

金額
38円05銭

１株当たり純資産額  1,193円16銭

１株当たり当期純利益

金額
  32円18銭

　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、記載しておりませ

ん。

　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、１株当たり

中間純損失であり、また潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。

　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、記載しておりませ

ん。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）

　（千円）

83,654 △177,464 150,143

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は中間純損失（△）

（千円）

83,654 △177,464 150,143

期中平均株式数（株） 4,666,786 4,664,526 4,666,182

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】

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

有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第44期）（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）平成20年５月23日近畿財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成19年11月26日

日本電線工業株式会社   

 取締役会　御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 米沢　　　顕　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 伊與政　元治　　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

日本電線工業株式会社の平成19年３月１日から平成20年２月29日までの第44期事業年度の中間会計期間（平成19年３月１

日から平成19年８月31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、中間株主資本等変動計算

書及び中間キャッシュ・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、

日本電線工業株式会社の平成19年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成19年３月１日

から平成19年８月31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、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成20年11月27日

日本電線工業株式会社   

 取締役会　御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 米沢　　　顕　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 伊與政　元治　　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

日本電線工業株式会社の平成20年３月１日から平成21年２月28日までの第45期事業年度の中間会計期間（平成20年３月１

日から平成20年８月31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、中間株主資本等変動計算

書及び中間キャッシュ・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、

日本電線工業株式会社の平成20年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成20年３月１日

から平成20年８月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。

追記情報

　重要な会計方針に記載されているとおり、会社は役員退職慰労金について、従来、支出時の費用として処理していたが、当

中間会計期間より内規に基づく中間会計期間末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。

　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、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。
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