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単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株）   

１．平成18年9月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

(1) 経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 481,699 △3.0 4,008 △5.9 4,159 2.8

17年9月中間期 496,607 16.3 4,258 5.1 4,045 3.2

18年3月期 975,464 8,771 8,301

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 1,931 9.4 14.34

17年9月中間期 1,765 38.6 13.10

18年3月期 3,468 24.44

（注）①期中平均株式数（個別）及び１株当たり中間（当期）純利益の算式については27ページをご参照ください。
②会計処理の方法の変更　　　無
③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2) 財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 321,106 26,022 8.1 158.02

17年9月中間期 302,210 22,834 7.6 138.64

18年3月期 302,676 25,327 8.4 152.71

（注）①期末発行済株式数（個別）及び１株当たり純資産の算式については27ページをご参照ください。
　　　②期末自己株式数（普通株式） 18年9月中間期  116,554株 17年9月中間期 92,458株 18年3月期 100,944株

２．平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 1,010,000  8,300  4,000  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 28円  02銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年3月期 － 3.00 3.00

19年3月期（実績） － －  

19年3月期（予想） － 5.00 5.00

（注）上記は普通株式の配当状況を記載しております。種類株式Ａ・Ｂにつきましては27ページをご参照ください。

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な
要因によって予想数値と異なる場合があります。
　なお、上記業績予想に関する事項は、５ページを、１株当たり予想当期純利益（通期）の算式については27ページを
ご参照ください。
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 「期中平均株式数（個別）」（自己株式数控除後のものです。）

 17年9月中間期 18年9月中間期 18年3月期

 普通株式 117,751,750 株        117,730,737 株           117,746,480 株 

 種類株式Ａ

 （無議決権・普通株式転換予約権付株式）
16,963,000 株        16,963,000 株           16,963,000 株 

 種類株式Ｂ

（無議決権・配当優先株式）
1,500,000 株       1,500,000 株          1,500,000 株 

 
 「期末発行済株式数（個別）」（自己株式数控除後のものです。）

 17年9月中間期 18年9月中間期 18年3月期

 普通株式 117,745,542 株       117,721,446 株         117,737,056 株 

 種類株式Ａ

 （無議決権・普通株式転換予約権付株式）
16,963,000 株           16,963,000 株     16,963,000 株 

 種類株式Ｂ

 （無議決権・配当優先株式）
1,500,000 株          1,500,000 株      1,500,000 株 

 

 「１.平成18年9月中間期の業績」指標算式

 　　○1株当たり中間（当期）純利益

 普通株式に係る中間（当期）純利益 

 期中平均普通株式数＋期中平均種類株式Ａ株式数 

 　　○1株当たり純資産額

 普通株式に係る純資産の額

 期末発行済普通株式数＋期末発行済種類株式Ａ株式数＋期末発行済種類株式Ｂ株式数×20 

 （注）　当社の発行している種類株式Ａは、普通株式転換予約権付株式であり、無議決権であることの他は普通株式と同
等の株式であるので、１株当たり純資産額の算定にあたっては、種類株式Ａの期末発行済株式数を普通株式の期末
発行済株式数に加算し、１株当たり中間（当期）純利益の算定にあたっては、種類株式Ａの期中平均株式数を普通
株式の期中平均株式数に加算しております。種類株式Ｂについても、配当優先株式であるものの、残余財産分配に
ついて普通株式に優先するものではなく、また将来の一定利益の計上を条件として償還される株式であるので、そ
の実態を考慮し、１株当たり純資産額の算定にあたっては、普通株式と同等の株式として扱うことが妥当であると
判断し、種類株式Ｂの残余財産の分配に係る定款の定めに従い、種類株式Ｂの期末発行済株式数を20倍して普通株
式の期末発行済株式数に加算しております。

 

 「２.平成19年3月期の業績予想」指標算式（通期）

 　　○1株当たり予想当期純利益（通期）

 普通株式に係る予想当期純利益 

 中間期末発行済普通株式数＋中間期末発行済種類株式Ａ株式数 

 

 「３.配当状況」種類株式Ａ・Ｂに係る配当状況

  種類株式Ａ

・現金配当  １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年3月期 － 3.00 3.00

19年3月期（実績） － －  

19年3月期（予想） － 5.00 5.00

  種類株式Ｂ

・現金配当  １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年3月期 － 117.182 117.182

19年3月期（実績） － －  

19年3月期（予想） － 151.182 151.182

（注）　種類株式Ｂ１株当たりの優先配当金の金額につきましては、定款の定めにより、種類株式Ｂ１株当たりの発
行価額（10,000円/1株）に毎年３月31日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の全国銀行協会が発表する６ヶ
月物の東京日本円銀行間金利申込利率に１パーセントを加えた利率を乗じた金額となっております。

 　　   なお、19年3月期（予想）は、本年9月29日の利率を適用して算出しております。
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９．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

前事業年
度末比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

　１　現金及び預金 7,345 7,995 9,014 △1,019

　２　受取手形 ＊３ 71,884 83,009 74,982 8,026

　３　売掛金 159,060 175,964 158,881 17,083

　４　たな卸資産 11,010 8,481 8,362 118

　５　その他 ＊４ 20,478 14,759 19,391 △4,631

　６　貸倒引当金 △1,790 △857 △1,798 941

流動資産合計 267,989 88.7 289,352 90.1 268,834 88.8 20,518

Ⅱ　固定資産  

　１　有形固定資産 ＊１ 6,013 5,591 5,602 △11

　２　無形固定資産 1,133 906 1,099 △193

　３　投資その他の資産  

　  (1)投資有価証券 ＊２ 7,525 7,125 8,280 △1,155

    (2)関係会社株式 7,542 7,570 7,509 60

    (3)関係会社
   長期貸付金

4,248 3,804 4,156 △352

    (4)固定化営業債権 968 709 885 △175

    (5)その他 9,955 9,112 9,546 △434

    (6)貸倒引当金 △3,165 △3,066 △3,240 173

投資その他の資産
合計

27,074 25,256 27,139 △1,883

固定資産合計 34,220 11.3 31,753 9.9 33,841 11.2 △2,088

資産合計 302,210 100.0 321,106 100.0 302,676 100.0 18,430
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

前事業年
度末比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

　１　支払手形 ＊３ 34,171 37,701 31,040 6,660

　２　買掛金 148,642 169,621 156,457 13,164

　３　短期借入金 73,570 47,915 58,965 △11,049

　４　賞与引当金 483 597 556 41

　５　その他 9,171 8,929 8,631 297

流動負債合計 266,039 88.0 264,766 82.5 255,652 84.4 9,114

Ⅱ　固定負債  

　１　長期借入金 10,872 27,000 18,012 8,987

　２　債務保証損失引当金 82 82 188 △106

　３　関係会社整理損失
　引当金

－ 155 － 155

　４　その他 2,379 3,078 3,494 △416

固定負債合計 13,335 4.4 30,316 9.4 21,696 7.2 8,620

負債合計 279,375 92.4 295,083 91.9 277,348 91.6 17,734

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 8,750 2.9 － － 8,750 2.9 －

Ⅱ　資本剰余金  

資本準備金 8,750 － 8,750  

資本剰余金合計 8,750 2.9 － － 8,750 2.9 －

Ⅲ　利益剰余金  

中間（当期）
未処分利益

3,675 － 5,378  

利益剰余金合計 3,675 1.2 － － 5,378 1.8 －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

1,676 0.6 － － 2,468 0.8 －

Ⅴ　自己株式 △16 △0.0 － － △20 △0.0 －

資本合計 22,834 7.6 － － 25,327 8.4 －

負債及び資本合計 302,210 100.0 － － 302,676 100.0 －

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 － － 8,750 2.7 － － －

　２　資本剰余金

　資本準備金 － 8,750 －

　　　資本剰余金合計 － － 8,750 2.7 － － －

　３　利益剰余金

　その他利益剰余金

　　繰越利益剰余金 － 6,730 －

　　　利益剰余金合計 － － 6,730 2.1 － － －

　４　自己株式 － － △24 △0.0 － － －

　　株主資本合計 － － 24,205 7.5 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　評価差額金

－ － 1,812 0.6 － － －

　２　繰延ヘッジ損益 － － 4 0.0 － － －

　　評価・換算差額等合計 － － 1,817 0.6 － － －

純資産合計 － － 26,022 8.1 － － －

負債純資産合計 － － 321,106 100.0 － － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 496,607 100.0 481,699 100.0 △14,907 975,464 100.0

Ⅱ　売上原価  481,204 96.9 467,019 97.0 △14,184 944,330 96.8

Ⅲ　延払販売利益
戻入額

17 0.0 9 0.0 △7 17 0.0

Ⅳ　延払販売利益
繰延額

13 0.0 5 0.0 △7 9 0.0

売上総利益 15,406 3.1 14,684 3.0 △722 31,141 3.2

Ⅴ　販売費及び
一般管理費

 11,148 2.2 10,675 2.2 △473 22,369 2.3

営業利益 4,258 0.9 4,008 0.8 △249 8,771 0.9

Ⅵ　営業外収益 ＊１ 552 0.1 787 0.2 235 1,186 0.1

Ⅶ　営業外費用 ＊２ 764 0.2 636 0.1 △128 1,657 0.1

経常利益 4,045 0.8 4,159 0.9 114 8,301 0.9

Ⅷ　特別利益  ― ― 162 0.0 162 271 0.0

Ⅸ　特別損失 ＊３ 720 0.1 568 0.1 △152 2,255 0.2

税引前中間（当
期）純利益

3,324 0.7 3,753 0.8 429 6,317 0.7

法人税、住民税
及び事業税

16 16  32

法人税等調整額 1,543 1,559 0.3 1,806 1,822 0.4 262 2,817 2,849 0.3

中間（当期）  
純利益

1,765 0.4 1,931 0.4 166 3,468 0.4

前期繰越利益 1,910  ―  ― 1,910  

中間（当期）  
未処分利益

3,675 ― ― 5,378
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （百万円）
8,750 8,750 8,750 5,378 5,378 △20 22,858

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △579 △579  △579

中間純利益    1,931 1,931  1,931

自己株式の取得      △4 △4

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

       

中間会計期間中の変動額

合計　　　　 （百万円）
－ － － 1,351 1,351 △4 1,347

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
8,750 8,750 8,750 6,730 6,730 △24 24,205

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （百万円）
2,468 － 2,468 25,327

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △579

中間純利益    1,931

自己株式の取得    △4

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△656 4 △651 △651

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 （百万円）
△656 4 △651 695

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
1,812 4 1,817 26,022

 （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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

　移動平均法による原価法（一部の商品

については個別法による原価法）によっ

ている。

１　資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

　移動平均法による原価法（一部の商品

については個別法による原価法）によっ

ている。

１　資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

　移動平均法による原価法（一部の商品

については個別法による原価法）によっ

ている。

(2) 有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によってい

る。

(2) 有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によってい

る。

(2) 有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によってい

る。

②　その他有価証券

・時価のあるもの

…中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）に

よっている。

②　その他有価証券

・時価のあるもの

…中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）に

よっている。

②　その他有価証券

・時価のあるもの

…決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）によって

いる。

・時価のないもの

…移動平均法による原価法によっ

ている。

・時価のないもの

…移動平均法による原価法によっ

ている。

・時価のないもの

…移動平均法による原価法によっ

ている。

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　法人税法に規定する減価償却の方法と

同一の基準を採用しており、建物（建物

附属設備を除く）は定額法、建物以外に

ついては定率法によっている。

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　法人税法に規定する減価償却の方法と

同一の基準を採用しており、建物（建物

附属設備を除く）は定額法、建物以外に

ついては定率法によっている。

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　法人税法に規定する減価償却の方法と

同一の基準を採用しており、建物（建物

附属設備を除く）は定額法、建物以外に

ついては定率法によっている。

(2) 無形固定資産

　法人税法に規定する減価償却の方法と

同一の基準に基づく定額法によっている。

　ただし、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっている。

(2) 無形固定資産

　法人税法に規定する減価償却の方法と

同一の基準に基づく定額法によっている。

　ただし、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっている。

(2) 無形固定資産

　法人税法に規定する減価償却の方法と

同一の基準に基づく定額法によっている。

　ただし、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっている。

３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えて、一

般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権及び破産更生債権等について

は、個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上している。

３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えて、一

般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権及び破産更生債権等について

は、個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上している。

３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えて、一

般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権及び破産更生債権等について

は、個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上している。

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、次

回賞与支給見込額のうち、当中間会計期

間負担分を計上している。

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、次

回賞与支給見込額のうち、当中間会計期

間負担分を計上している。

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、次

回賞与支給見込額のうち、当事業年度負

担分を計上している。

(3) 債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備えるため、被

保証者の財政状態等を勘案し、損失負担

見込額を計上している。

(3) 債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備えるため、被

保証者の財政状態等を勘案し、損失負担

見込額を計上している。

(3) 債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備えるため、被

保証者の財政状態等を勘案し、損失負担

見込額を計上している。

 

 

(4) 関係会社整理損失引当金

  関係会社の整理に係る損失に備えるた

め、整理時に生じる損失負担見込額を計

上している。
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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

(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

資産の見込額に基づき、当中間会計期間

末において発生していると認められる額

を計上している。

　なお、当中間会計期間末においては、

年金資産の額が、退職給付債務に未認識

数理計算上の差異及び会計基準変更時差

異の未処理額を加減した額を超えたため、

当該超過額を前払年金費用として投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示し

ている。

　会計基準変更時差異（4,018百万円）

については、15年による定額法により費

用処理している。

　数理計算上の差異については、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（11年）によ

る定額法によりそれぞれ発生時の翌事業

年度から費用処理している。

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当中間会計期間

末において発生していると認められる額

を計上している。

　なお、当中間会計期間末においては、

年金資産の額が、退職給付債務に未認識

数理計算上の差異及び会計基準変更時差

異の未処理額を加減した額を超えたため、

当該超過額を前払年金費用として投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示し

ている。

　会計基準変更時差異（4,018百万円）

については、15年による定額法により費

用処理している。

　数理計算上の差異については、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（11年）によ

る定額法によりそれぞれ発生時の翌事業

年度から費用処理している。

(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及び年金

資産の見込額に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認められる額を計

上している。

　なお、当事業年度末においては、年金

資産の額が、退職給付債務に未認識数理

計算上の差異及び会計基準変更時差異の

未処理額を加減した額を超えたため、当

該超過額を前払年金費用として投資その

他の資産の「その他」に含めて表示して

いる。

　会計基準変更時差異（4,018百万円）

については、15年による定額法により費

用処理している。

　数理計算上の差異については、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（11年）によ

る定額法によりそれぞれ発生時の翌事業

年度から費用処理している。

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、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっている。

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、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっている。

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、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっている。

５　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。

　また、特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについては特例処理を、為替予約

が付されている外貨建金銭債権債務等に

ついては振当処理を、それぞれ行ってい

る。

５　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。

　また、特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについては特例処理を、為替予約

が付されている外貨建金銭債権債務等に

ついては振当処理を、それぞれ行ってい

る。

５　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。

　また、特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについては特例処理を、為替予約

が付されている外貨建金銭債権債務等に

ついては振当処理を、それぞれ行ってい

る。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建金銭債権債務及
び予定取引

金利スワップ 借入金

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建金銭債権債務及
び予定取引

金利スワップ 借入金

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建金銭債権債務及
び予定取引

金利スワップ 借入金

(3) ヘッジ方針

　当社は、為替変動リスク及び金利変動

リスクをヘッジし経営を安定させること

を目的として、外貨建取引については輸

出入等取引発生の都度、決済に必要な外

貨額について先物為替予約取引を、借入

金については金利スワップ取引を、いず

れも実需に伴う取引に限定して行ってい

る。

　なお、実行管理は当社の社内規定「デ

リバティブ取引管理規程」に基づき行っ

ている。

(3) ヘッジ方針

　当社は、為替変動リスク及び金利変動

リスクをヘッジし経営を安定させること

を目的として、外貨建取引については輸

出入等取引発生の都度、決済に必要な外

貨額について先物為替予約取引を、借入

金については金利スワップ取引を、いず

れも実需に伴う取引に限定して行ってい

る。

　なお、実行管理は当社の社内規定「デ

リバティブ取引管理規程」に基づき行っ

ている。

(3) ヘッジ方針

　当社は、為替変動リスク及び金利変動

リスクをヘッジし経営を安定させること

を目的として、外貨建取引については輸

出入等取引発生の都度、決済に必要な外

貨額について先物為替予約取引を、借入

金については金利スワップ取引を、いず

れも実需に伴う取引に限定して行ってい

る。

　なお、実行管理は当社の社内規定「デ

リバティブ取引管理規程」に基づき行っ

ている。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　事前テストは回帰分析等の統計的手法、

事後テストは比率分析により実施してい

る。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　事前テストは回帰分析等の統計的手法、

事後テストは比率分析により実施してい

る。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　事前テストは回帰分析等の統計的手法、

事後テストは比率分析により実施してい

る。

６　その他中間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

　税抜方式により処理している。

６　その他中間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

　税抜方式により処理している。

６　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

　税抜方式により処理している。
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（会計方針の変更）

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18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）

 　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平

成17年12月9日）を適用している。

 　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、26,018百万円である。

 　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成している。

──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

前事業年度末

（平成18年３月31日）

１　有形固定資産の減価償却累計額(*１) １　有形固定資産の減価償却累計額(*１) １　有形固定資産の減価償却累計額(*１)

 1,526百万円       1,570百万円            1,558百万円

２　担保資産(*２) ２　担保資産(*２) ２　担保資産(*２)

担保に供している資産 担保に供している資産 担保に供している資産

投資有価証券    231百万円 投資有価証券 306百万円 投資有価証券    336百万円

上記に対応する 上記に対応する 上記に対応する

海外投資会社の借入金 88百万円 海外投資会社の借入金 82百万円 海外投資会社の借入金   76百万円

３　保証債務   14,232百万円 ３　保証債務      5,250百万円 ３　保証債務       5,855百万円

　関係会社等の金融機関借入金等に対する

債務保証であり、その主な保証先は次のと

おりである。

　関係会社等の金融機関借入金等に対する

債務保証であり、その主な保証先は次のと

おりである。

　関係会社等の金融機関借入金等に対する

債務保証であり、その主な保証先は次のと

おりである。

Nippon Steel Trading
America,Inc.

4,013百万円

Siam Lotus Co.,Ltd.   3,902百万円

㈱サステック   3,060百万円

大和鋼材㈱ 627百万円

その他（12社）   2,629百万円

㈱サステック  2,680百万円

大和鋼材㈱  609百万円

Siam Tinplate Co.,Ltd.  272百万円

テック物流㈱ 238百万円

サントク精研㈱ 225百万円

蘇州日鐵金属製品有限公司 212百万円

その他（７社） 1,011百万円

㈱サステック 2,952百万円

大和鋼材㈱ 618百万円

蘇州日鐵金属製品有限公司 528百万円

名古屋日鐵商事

コイルセンター㈱
 250百万円

テック物流㈱ 238百万円

その他（７社） 1,268百万円

　保証債務の金額には保証予約も含まれて

おり、全残高のうち保証予約の金額は627百

万円である。

　また当社の債務保証を他社が再保証して

いる場合には、当該再保証控除後の当社の

負担額を記載している。

　保証債務の金額には保証予約も含まれて

おり、全残高のうち保証予約の金額は609百

万円である。

　また当社の債務保証を他社が再保証して

いる場合には、当該再保証控除後の当社の

負担額を記載している。

　保証債務の金額には保証予約も含まれて

おり、全残高のうち保証予約の金額は618百

万円である。

　また当社の債務保証を他社が再保証して

いる場合には、当該再保証控除後の当社の

負担額を記載している。

４　瑕疵担保責任

　従来瑕疵担保責任として表示していた、

当社の子会社であった日鐵リース㈱の当社

保有全株式をオリックス㈱及び新日本製鐵

㈱へ譲渡したことに伴う瑕疵担保責任につ

いては、当中間会計期間より保証債務に含

めて表示している。

　なお、当中間会計期間末の保証債務に含

まれる瑕疵担保責任は522百万円である。

４　瑕疵担保責任

　瑕疵担保責任については、当事業年度よ

り保証債務に含めて表示している。

　なお当事業年度末に含まれる瑕疵担保責

任は369百万円である。

５　受取手形割引高          5,172百万円 ４　受取手形割引高　　　　　7,381百万円 ５　受取手形割引高　　　　　5,894百万円

 ５　中間会計期間末日満期手形（*３）

　中間会計期間末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理し

ている。

　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、次の満期手形が中間

会計期間末日の残高に含まれている。

受取手形 11,502百万円

支払手形 6,847百万円

 

６　消費税等の取扱い(*４)

　仮払消費税等及び預り消費税等は相殺の

うえ、流動資産の「その他」に含めて表示

している。

６　消費税等の取扱い(*４)

　仮払消費税等及び預り消費税等は相殺の

うえ、流動資産の「その他」に含めて表示

している。
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

１　営業外収益の主要項目(*１) １　営業外収益の主要項目(*１) １　営業外収益の主要項目(*１)

受取利息 149百万円

賃貸収入 179百万円

受取利息 134百万円

受取配当金 209百万円

賃貸収入 187百万円

受取利息 288百万円

受取配当金 261百万円

賃貸収入 362百万円

２　営業外費用の主要項目(*２) ２　営業外費用の主要項目(*２) ２　営業外費用の主要項目(*２)

支払利息 578百万円 支払利息 513百万円 支払利息 1,141百万円

３　特別損失の主要項目(*３) ３　特別損失の主要項目(*３) ３　特別損失の主要項目(*３)

貸倒引当金繰入額   648百万円 減損損失 147百万円 貸倒引当金繰入額 811百万円

減損損失 385百万円

 　貸倒引当金繰入額は、主に関係会社に対

するものである。

　減損損失は、当中間会計期間において以

下の資産グループについて計上した。

　減損損失は、当事業年度において以下の

資産グループについて計上した。

用途 種類 場所 損失額

遊休資産
土地 山梨県 69百万円

建物他 山梨県 78百万円

用途 種類 場所 損失額

遊休資産 土地他 愛知県 255百万円

賃貸資産 土地 埼玉県 129百万円

　当社は、資産を事業資産、共用資産、賃

貸資産、遊休資産にグループ化し、事業資

産については、さらに事業の種類別（鋼材

の販売及び原燃料・非鉄・機材の販売）に

区分しており、賃貸資産及び遊休資産につ

いては、それぞれ個別の物件ごとに区分し

ている。

　遊休資産については、帳簿価額に対し時

価の著しく下落した物件について、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上した。当

該資産については福利厚生施設として共用

資産にグルーピングしていたものが、当中

間会計期間に使用の中止を決定したことに

より遊休資産へとグルーピングを変更した

ものである。

　なお、当該資産の回収可能価額は、正味

売却価額により測定している。正味売却価

額は、固定資産税評価額をもとに処分費用

見込額を差し引いて算定している。

　当社は、資産を事業資産、共用資産、賃

貸資産、遊休資産にグループ化し、事業資

産については、さらに事業の種類別（鋼材

の販売及び原燃料・非鉄・機材の販売）に

区分しており、賃貸資産及び遊休資産につ

いては、それぞれ個別の物件ごとに区分し

ている。

　遊休資産については、帳簿価額に対し時

価の著しく下落した物件について、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上した。当

該資産については福利厚生施設として共用

資産にグルーピングしていたものが、著し

い老朽化により当事業年度において使用を

中止し、将来もその使用が見込まれないこ

とから遊休資産へとグルーピングを変更し

たものである。

　賃貸資産については、当該資産に係る時

価の著しい下落等により、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上した。 

　なお、当該資産の回収可能価額は、いず

れも正味売却価額により測定している。正

味売却価額は、不動産鑑定評価額又は固定

資産税評価額をもとに処分費用見込額を差

し引いて算定している。

４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額

有形固定資産 41百万円

無形固定資産 237百万円

有形固定資産 48百万円

無形固定資産 233百万円

有形固定資産 88百万円

無形固定資産 462百万円
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　（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数　　（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数　　（株）

普通株式 100,944 15,610 ― 116,554

合計 100,944 15,610 ― 116,554

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加15,610株は、単元未満株式の買取による増加である。

（リース取引関係）

 　 　　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略している。

（有価証券関係）

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

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

（重要な後発事象）

 　 　　該当事項はない。
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１０．売上高の明細

１．取引形態別売上高

 （単位：百万円）

区分
前中間会計期間 当中間会計期間 前中間会計期間比 前事業年度

金額 構成比 金額 構成比 金額 伸び率 金額 構成比

国内取引 396,886 79.9％ 394,837 82.0％ △2,048 △0.5％ 789,628 80.9％

貿易取引 99,720 20.1 86,861 18.0 △12,858 △12.9 185,835 19.1

（うち輸出） (80,384) (16.2) (75,522) (15.7) (△4,861) (△6.0) (157,358) (16.2)

（うち輸入） (19,336) (3.9) (11,338) (2.3) (△7,997) (△41.4) (28,476) (2.9)

合計 496,607 100.0 481,699 100.0 △14,907 △3.0 975,464 100.0

２．商品別売上高

 （単位：百万円）

区分
前中間会計期間 当中間会計期間 前中間会計期間比 前事業年度

金額 構成比 金額 構成比 金額 伸び率 金額 構成比

条鋼類 143,915 29.0％ 146,061 30.3％ 2,146 1.5％ 296,694 30.4％

鋼板類 178,436 35.9 164,136 34.1 △14,300 △8.0 349,119 35.8

特殊鋼類 56,331 11.4 53,090 11.0 △3,240 △5.8 111,240 11.4

（小計） (378,683) (76.3) (363,288) (75.4) (△15,394) (△4.1) (757,053) (77.6)

原燃料・非鉄類 93,549 18.8 90,648 18.8 △2,901 △3.1 164,571 16.9

機材・その他 24,374 4.9 27,762 5.8 3,387 13.9 53,838 5.5

合計 496,607 100.0 481,699 100.0 △14,907 △3.0 975,464 100.0

－ 38 －


