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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 18,050 10.0 1,707 17.9 1,952 16.8

17年9月中間期 16,416 13.0 1,448 15.6 1,671 8.9

18年3月期 34,378 3,133 3,840

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 1,346 48.3 30 43

17年9月中間期 908 7.0 21 31

18年3月期 2,300 52 37

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 44,268,919株 17年9月中間期 42,625,039株 18年3月期 42,975,196株

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

(2）財政状態 （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。

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 55,292 41,006 74.2 920 33

17年9月中間期 48,941 36,682 75.0 848 78

18年3月期 54,410 40,527 74.5 914 64

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 44,556,055株 17年9月中間期 43,217,279株 18年3月期 44,254,682株

②期末自己株式数 18年9月中間期 84,219株 17年9月中間期 80,815株 18年3月期 82,783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 37,500 4,100 2,700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　60円60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 5.0 10.0 15.0

19年3月期（実績） 7.5 －
15.0

19年3月期（予想） － 7.5

上記に記載の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業

況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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６．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）
対前期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比

（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  6,754,699   5,554,429    6,779,207   

２．受取手形 ※７ 1,946,203   2,021,378    2,080,450   

３．売掛金  8,826,070   11,278,492    10,075,065   

４．有価証券  242,143   300,201    242,364   

５．たな卸資産  2,198,802   1,996,302    2,369,653   

６．繰延税金資産  587,257   547,419    546,461   

７．その他  1,374,269   1,453,677    1,302,386   

貸倒引当金  △480,758   △338,542    △329,700   

流動資産合計   21,448,687 43.8  22,813,358 41.3 △252,531  23,065,889 42.4

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産
※１

※２
          

(1）建物 4,666,239   5,717,984    5,431,140   

(2）機械及び装置 ※４ 6,394,717   7,290,967    6,999,045   

(3）土地 ※４ 5,844,994   6,684,598    6,721,598   

(4）建設仮勘定  555,997   780,312    606,716   

(5）その他  646,472   779,374    674,054   

　　計  18,108,421   21,253,235   820,681 20,432,554   

２．無形固定資産  12,764   2,725   △256 2,981   

３．投資その他の資
産

           

(1）投資有価証券  8,898,197   10,944,676    10,526,747   

(2）その他  541,835   355,955    449,225   

貸倒引当金  △68,036   △77,675    △66,525   

　　計  9,371,996   11,222,956   313,509 10,909,447   

固定資産合計   27,493,182 56.2  32,478,917 58.7 1,133,933  31,344,984 57.6

資産合計   48,941,870 100.0  55,292,276 100.0 881,403  54,410,873 100.0

            

5976 ネツレン（高周波熱錬株式会社）
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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）
対前期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比

（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形 ※７ 420,182   837,967    566,503   

２．買掛金  4,340,637   4,692,924    4,495,760   

３．短期借入金  945,000   895,000    895,000   

４．未払法人税等  581,515   913,113    954,629   

５．未払消費税等 ※５ 64,971   85,593    63,760   

６．賞与引当金  717,900   776,900    776,900   

７．その他 ※７ 2,851,977   3,774,455    3,247,144   

流動負債合計   9,922,185 20.2  11,975,955 21.6 976,256  10,999,699 20.2

Ⅱ　固定負債            

１．新株予約権付社
債

　 865,000   45,000    230,000   

２．退職給付引当金  525,105   566,348    555,563   

３．役員退職金引当
金

 86,520   84,720    86,520   

４．繰延税金負債  616,732   1,392,340    1,770,540   

５．その他  244,205   221,640    241,507   

固定負債合計   2,337,564 4.8  2,310,049 4.2 △574,082  2,884,131 5.3

負債合計   12,259,749 25.0  14,286,004 25.8 402,173  13,883,831 25.5
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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）
対前期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比

（％）

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   5,983,697 12.2  － －   6,302,784 11.6

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  1,101,082   －    1,420,169   

２．その他資本剰余
金

 3,993,267   －    3,993,273   

資本剰余金合計   5,094,349 10.5  － －   5,413,443 9.9

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  941,087   －    945,087   

２．任意積立金  21,208,475   －    22,049,700   

３．中間（当期）
未処分利益

 1,730,088   －    3,052,784   

利益剰余金合計   23,879,651 48.8  － －   26,047,572 47.9

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

  1,765,330 3.6  － －   2,806,481 5.2

Ⅴ　自己株式   △40,908 △0.1  － －   △43,239 △0.1

資本合計   36,682,120 75.0  － －   40,527,042 74.5

負債資本合計   48,941,870 100.0  － －   54,410,873 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  6,395,747 11.6   － －

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   1,513,132    －   

(2）その他資本剰
余金

 －   3,993,445    －   

資本剰余金合計   － －  5,506,577 10.0   － －

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  －   945,087    －   

(2）その他利益剰
余金

           

固定資産圧縮
積立金

 －   758,547    －   

特別償却準備
金

 －   29,328    －   

別途積立金  －   22,806,000    －   

繰越利益剰余
金

 －   2,363,036    －   

利益剰余金合計   － －  26,901,999 48.6   － －

４．自己株式   － －  △45,319 △0.1   － －

株主資本合計   － －  38,759,004 70.1   － －

Ⅱ　評価・換算差額等            

１．その他有価証券
評価差額金

  － －  2,248,672 4.1   － －

２．繰延ヘッジ損益   － －  △1,406 △0.0   － －

評価・換算差額等
合計

  － －  2,247,266 4.1   － －

純資産合計   － －  41,006,271 74.2   － －

負債純資産合計   － －  55,292,276 100.0   － －

            

5976 ネツレン（高周波熱錬株式会社）
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   16,416,010 100.0  18,050,438 100.0 1,634,428  34,378,374 100.0

Ⅱ　売上原価   12,710,674 77.4  13,938,536 77.2 1,227,862  26,581,023 77.3

売上総利益   3,705,335 22.6  4,111,902 22.8 406,567  7,797,350 22.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  2,257,159 13.8  2,404,235 13.3 147,076  4,663,453 13.6

営業利益   1,448,176 8.8  1,707,666 9.5 259,490  3,133,897 9.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  253,778 1.6  269,932 1.4 16,154  782,664 2.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  30,937 0.2  25,291 0.1 △5,646  75,683 0.2

経常利益   1,671,017 10.2  1,952,308 10.8 281,291  3,840,878 11.2

Ⅵ　特別利益 ※３  19,364 0.1  394,952 2.2 375,588  269,299 0.7

Ⅶ　特別損失 ※４  245,768 1.5  102,693 0.6 △143,075  279,614 0.8

税引前中間(当
期)純利益

  1,444,613 8.8  2,244,566 12.4 799,953  3,830,562 11.1

法人税、住民
税及び事業税

※６ 536,347   897,592    1,268,121   

法人税等調整
額

 － 536,347 3.3 － 897,592 4.9 361,245 261,625 1,529,746 4.4

中間（当期）
純利益

  908,266 5.5  1,346,974 7.5 438,708  2,300,815 6.7

前期繰越利益   821,822   －    821,822  

中間配当額   －   －    216,086  

合併受入未処
分利益

  －   －    146,232  

中間（当期）
未処分利益

  1,730,088   －    3,052,784  

            

5976 ネツレン（高周波熱錬株式会社）
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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

資本準備金
その他資本
剰余金

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

固定資
産圧縮
積立金

特別
償却
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日

残高（千円）
6,302,784 1,420,169 3,993,273 5,413,443 945,087 743,700 － 21,306,000 3,052,784 26,047,572

中間会計期間中の

変動額

新株の発行 92,962 92,962  92,962       

固定資産圧縮積立金

の積立て（注）
     19,830   △19,830 －

固定資産圧縮積立金

の取崩（注）
     △4,982   4,982 －

特別償却準備金の積

立て（注）
      29,328  △29,328 －

別途積立金の

積立て（注）
       1,500,000 △1,500,000 －

剰余金の配当（注）         △442,546 △442,546

役員賞与（注）         △50,000 △50,000

中間純利益         1,346,974 1,346,974

自己株式の取得           

自己株式の処分   171 171       

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）
92,962 92,962 171 93,134 － 14,847 29,328 1,500,000 △689,748 854,427

平成18年９月30日

残高（千円）
6,395,747 1,513,132 3,993,445 5,506,577 945,087 758,547 29,328 22,806,000 2,363,036 26,901,999

5976 ネツレン（高周波熱錬株式会社）
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株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式  株主資本合計

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（千円） △43,239 37,720,560 2,806,481 － 2,806,481 40,527,042

中間会計期間中の変動額

新株の発行  185,925    185,925

固定資産圧縮積立金の積立て（注）  －    －

固定資産圧縮積立金の取崩（注）  －    －

特別償却準備金の積立て（注）  －    －

別途積立金の積立て（注）  －    －

剰余金の配当（注）  △442,546    △442,546

役員賞与（注）  △50,000    △50,000

中間純利益  1,346,974    1,346,974

自己株式の取得 △2,193 △2,193    △2,193

自己株式の処分 113 285    285

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
  △557,808 △1,406 △559,214 △559,214

中間会計期間中の変動額合計（千円） △2,079 1,038,444 △557,808 △1,406 △559,214 479,229

平成18年９月30日　残高（千円） △45,319 38,759,004 2,248,672 △1,406 2,247,266 41,006,271

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

5976 ネツレン（高周波熱錬株式会社）
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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）有価証券

①　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　満期保有目的の債券

同左

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　満期保有目的の債券

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

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

中間決算末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しておりま

す。）

③　その他有価証券

時価のあるもの

中間決算末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しており

ます。）

③　その他有価証券

時価のあるもの

期末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

法により算定しております。）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

製品、仕掛品、原材料、貯蔵品

主として、先入先出法による原価法

(2）たな卸資産

製品、仕掛品、原材料、貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

製品、仕掛品、原材料、貯蔵品

同左

電機事業部仕掛品

個別原価法

電機事業部仕掛品

同左

電機事業部仕掛品

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備は除く）については、定額法

を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

建物及び構築物 ５～50年

機械装置及び車輌運搬具 ２～13年

  

  

  

  

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、中

間期末在籍従業員に対し、協定に基づい

て計算した賞与支給見込額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、期

末在籍従業員に対し、協定に基づいて計

算した賞与支給見込額を計上しておりま

す。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

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

を計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発

生額を定額法（10年）により按分し、そ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処理し

ております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時のそれぞれ翌事業年度から定額法

（10年）により費用処理しております。
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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）役員退職金引当金

　役員の退職慰労金の支給に充てるため、

役員退職慰労金の規程による必要額を計

上しております。

　なお、平成16年６月に、平成16年７月

以降新たな繰入を廃止するよう、規程を

改訂しました。

(4）役員退職金引当金

同左

(4）役員退職金引当金

同左

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おります。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左

５．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の特例処理の要件を満たす

金利スワップについては、特例処理を適

用しております。

５．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によってお

ります。なお、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップについては特例処理

によっております。

５．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の特例処理の要件を満たす

金利スワップについては、特例処理を適

用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ取引

ヘッジ対象　借入金利

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　金利変動リスク等に備え相場変動を相

殺又はキャッシュ・フローを固定する目

的でヘッジ取引を行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　上記、金利スワップ取引についてはヘッ

ジの高い有効性があるとみなされるため、

有効性の評価は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計又は相場変動を

半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎

にして、ヘッジの有効性を評価しており

ます。ただし、特例処理によっている金

利スワップについては、有効性の評価を

省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　上記、金利スワップ取引についてはヘッ

ジの高い有効性があるとみなされるため、

有効性の評価は省略しております。

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

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

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

同左

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

同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は41,007,677千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

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

26,278,883千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

27,978,175千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

27,417,133千円

※２．担保資産及び担保付債務

　　工場財団を工場ごとに組成し、次の資

産を担保に供しております。

担保差入資産

───── ※２．担保資産及び担保付債務

　　工場財団を工場ごとに組成し、次の資

産を担保に供しております。

担保差入資産

建物 531,895千円

機械及び装置 494,797千円

土地 202,231千円

その他 96,224千円

計 1,325,149千円

建物 528,989千円

機械及び装置     755,977千円

土地     202,231千円

その他  91,833千円

計    1,579,032千円

　当中間会計期間末現在、該当する担保

付債務はありません。

  当事業年度末現在、該当する担保付債

務はありません。

３．保証債務

(1）従業員持家制度による金融機関からの

借入金3,496千円に対し、保証を行ってお

ります。

３．保証債務

(1）従業員持家制度による金融機関からの

借入金2,964千円に対し、保証を行ってお

ります。

３．保証債務

(1）従業員持家制度による金融機関からの

借入金3,236千円に対し、保証を行ってお

ります。

(2）他の会社の金融機関等からの借入に対

し保証を行っております。

(2）他の会社の金融機関等からの借入に対

し保証を行っております。

(2）他の会社の金融機関等からの借入に対

し保証を行っております。

上海中煉線材有限公

司
82,896千円

（中国元 5,940千）

㈱ネツレン小松 51,826千円

ユーエスチタ

CO.,LTD
69,800千円

　 （US$616千）

P.T.ホクリクユナイ

テッドフォージング

インダストリー

63,087千円

 （US$557千）

計 267,610千円

上海中煉線材有限公

司
 82,896千円

（中国元  5,940千）

㈱ネツレン小松       51,322千円

ユーエスチタ

CO.,LTD
      58,950千円

　 （US$500千）

P.T.ホクリクユナイ

テッドフォージング

インダストリー

      99,703千円

 （US$845千）

計   292,871千円

㈱ネツレン小松       41,324千円

上海中煉線材有限公

司
      87,013千円

（中国元       5,940千）

ユーエスチタ

CO.,LTD
      67,150千円

　 （US$558千）

P.T.ホクリクユナイ

テッドフォージング

インダストリー

      62,509千円

 （US$519千）

計    257,997千円

※４．圧縮記帳

(1）いわき工場の土地取得価額について工

場立地奨励金100,000千円を控除しており

ます。

※４．圧縮記帳

(1）　　　　　 同左

※４．圧縮記帳

(1）　　　　　 同左

(2）いわき工場の機械及び装置取得価額に

ついて、企業立地促進事業費補助金63,445

千円を控除しております。

(2）　　　　　 同左 (2）　　　　　 同左

※５．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ「未払消費税等」として表示して

おります。

※５．消費税等の取扱い

同左

─────

６．当社は、機動的な調達手段の確保によ

り手元流動性を圧縮し、資金効率を高め

ることを目的として、取引銀行３行とコ

ミットメントライン契約を締結しており

ます。なお、この契約に基づく当中間会

計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

６．　　　　　　同左 ６．当社は、機動的な調達手段の確保によ

り手元流動性を圧縮し、資金効率を高め

ることを目的として、取引銀行３行とコ

ミットメントライン契約を締結しており

ます。この契約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

コミットメントの総額 2,100,000千円

借入実行残高 － 

差引額 2,100,000千円

コミットメントの総額  2,100,000千円

借入実行残高 －

差引額  2,100,000千円
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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）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

───── ※７．中間会計期間末日満期手形

　　　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

手形が中間会計期間末残高に含まれており

ます。

─────

受取手形 142,249千円

支払手形 188,861千円

設備支払手形（その他） 14,933千円

（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．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 14,890千円

受取配当金 87,867千円

有価証券売却益 119,575千円

受取利息       13,825千円

受取配当金  122,705千円

有価証券売却益 83,684千円

受取利息       28,376千円

受取配当金    347,495千円

有価証券売却益     250,649千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 9,080千円 支払利息  7,879千円 支払利息  17,852千円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

保険解約金 14,450千円 土地売却益 239,186千円

建物売却益 155,765千円

貸倒引当金戻入 144,710千円

投資有価証券売却益 90,883千円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

機械装置除却損 21,050千円

ＰＣＢ処理関連損失    219,073千円

建物除却損 13,629千円

機械装置除却損 13,621千円

製品不良補償金 34,068千円

機械装置除却損  43,750千円

ＰＣＢ処理関連損失 219,073千円

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額

有形固定資産 813,952千円

無形固定資産 256千円

有形固定資産 954,656千円

無形固定資産    256千円

有形固定資産 1,780,362千円

無形固定資産 512千円

※６．当中間会計期間における税金費用につ

いては、簡便法により計算しているため、

法人税等調整額は「法人税、住民税及び

事業税」に含めて表示しております。

※６．　　　　　　同左 ─────

（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
（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）

普通株式 82 1 0 84

合計 82 1 0 84

　（注）１．自己株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．自己株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増しによる減少であります。

①　リース取引

当社は、半期報告書をＥＤＩＮＥＴにより提出しているため記載を省略しております。

②　有価証券

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）及び前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）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ありません。
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（重要な後発事象）

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）

（株式会社ネツレンディベロップメントとの合

併）

　当社は、当社グループにおける管理コスト

の削減及び事務負担の軽減を目的として、平

成17年11月７日の当社取締役会において、平

成18年１月１日を期して、当社の100％出資連

結子会社であります株式会社ネツレンディベ

ロップメントを吸収合併することを決定いた

しました。

１．合併期日

　平成18年１月１日

２．合併の形式

　当社を存続会社とする吸収合併方式（簡易

合併）で株式会社ネツレンディベロップメン

トは解散いたします。

３．合併に際し発行する株式等

　存続会社であります当社は、株式会社ネツ

レンディベロップメントの全株式を保有して

おりますので合併による新株式の発行及び資

本金の増加は行いません。

４．財産の引継

　合併期日において、株式会社ネツレンディ

ベロップメントの資産・負債及び権利義務の

一切を引き継ぎます。

　なお、株式会社ネツレンディベロップメン

トの平成16年12月31日現在の財政状態は次の

とおりであります。

　　資産合計　1,641,137千円

　　負債合計　　627,894千円

　　資本合計　1,013,243千円

（注）上記負債合計には、繰延税金負債

438,362千円が含まれております。

────── ──────
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