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１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

(1）連結経営成績 （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 18,762 12.5 2,287 21.5 2,623 23.6

17年9月中間期 16,672 15.8 1,883 7.9 2,122 3.5

18年3月期 35,086 4,095 4,449

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 1,636 28.6 36 96 36 66

17年9月中間期 1,272 11.0 29 85 28 51

18年3月期 2,702 61 73 59 45

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 134百万円 17年9月中間期 74百万円 18年3月期 △59百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年9月中間期 44,268,039株 17年9月中間期 42,623,859株 18年3月期 42,974,109株

③会計処理の方法の変更 無

④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）連結財政状態 （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 62,666 46,930 73.7 1,036 77

17年9月中間期 55,726 41,922 75.2 970 07

18年3月期 60,226 45,368 75.3 1,024 06

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 44,555,175株 17年9月中間期 43,216,099株 18年3月期 44,253,802株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 1,647 △1,641 △352 8,019

17年9月中間期 1,220 △1,568 △22 8,036

18年3月期 3,333 △3,179 △258 8,329

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 8社 持分法適用非連結子会社数 1社 持分法適用関連会社数 8社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 1社　 （除外） －社 持分法（新規） －社　 （除外） 3社

２．平成19年3月期の連結業績予想（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 39,000 5,200 3,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　71円82銭

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。なお、上記予想に関する事項は添付資料の６～７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（高周波熱錬株式会社）、子会社10社及び関連会社10社により構

成されており、土木・建築に使用されるＰＣ鋼棒・異形ＰＣ鋼棒、主に自動車・二輪車のサスペンションばねに使用さ

れる高強度ばね鋼線（ＩＴＷ）及び各産業分野に向けた誘導加熱装置等の製造販売を行うほか、自動車・工作機械・建

設機械等の重要保安部品の熱処理受託加工を主な内容としております。

　また、オフィスビル等の賃貸事業及び各事業に関連する研究開発を展開しております。

　当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

製品事業部関連事業

【ＰＣ鋼棒関連製品】

　当社が製造販売するほか、関連会社であります高麗熱錬株式会社（韓国）及び友力熱錬股份有限公司（台湾）に

おいて、それぞれ独自に製造販売しております。

【ばね鋼線関連製品】

　当社が製造販売するほか、子会社であります上海中煉線材有限公司（中国）においても独自に製造販売しており

ます。

加工・電機関連事業

【熱処理受託加工関連】

　当社が受託加工を行うほか、子会社であります株式会社ネツレン・ヒートトリート、株式会社ネツレン・竜ヶ崎、

九州高周波熱錬株式会社及び株式会社ネツレン小松においても受託加工を行っております。

　このほか、関連会社であります株式会社ネツレン・ヒラカタ、株式会社ネツレン・加古川、及びエヌティケー精

密アクスル株式会社（米国）におきましても、それぞれ受託加工を行っております。

　なお、当中間連結会計期間において中国（広東省）に熱処理受託加工を目的とした合弁会社、広州豊東熱煉有限

公司を設立しております。同社への当社出資比率は50％であり、当社の関連会社となっております。

　また、平成18年９月に当社の子会社ネツレン・ユー・エス・エーInc.（米国）は関連会社でありますテイエチケー

ネツレンアメリカ,L.L.C.（米国）を清算しております。

【自動車部品関連】

　当社におきまして、中空ラックバー及びＥＰＳウォームホイール等の自動車部品の製造販売を行っております。

【誘導加熱装置関連】

　当社が製造販売するほか、子会社であります塩城高周波熱煉有限公司（中国）及び関連会社であります韓国熱錬

株式会社（韓国）においても独自に製造販売を行っております。

　また、子会社であります株式会社ネツレンハイメックにおきましては、主として航空機・自動車等の油圧・空圧

システムの試験装置を製造販売しております。

賃貸事業他

【賃貸事業】

　「オーバルコート大崎マークウエスト」に当社が保有するフロアー及び当社が行う事業に関連する設備等の賃貸

事業であります。

【その他】

　上記以外の事業であります。
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事 業 系 統 図 

 

     ○ 連結子会社 

     ＊ 持分法適用会社 

      

   製品事業部関連事業   子会社 

      ○ 上海中煉線材有限公司 

   製品事業部   関連会社 

 ←  （ＰＣ鋼棒・ばね鋼線）   ＊ 高麗熱錬㈱ 

      ＊ 友力熱錬股有限公司 

      ＊ ユーエスチタCO.,LTD 

      

      

   加工・電機関連事業   

      子会社 

   加工事業部 外注加工  ○ ㈱ネツレン・ヒートトリート 

   （熱処理受託加工）   ○ ㈱ネツレン・竜ヶ崎 

      

      子会社 

得  当    ○ 九州高周波熱錬㈱ 

      ○ ㈱ネツレン小松 

意 ←     関連会社 

      ＊ ㈱ネツレン・ヒラカタ 

先  社    ＊ ㈱ネツレン・加古川 

 ←  （自動車部品等）   ＊ エヌティケー精密アクスル㈱ 

        広州豊東熱煉有限公司 （注）１ 

      

   電機事業部   関連会社 

   （誘導加熱装置等） 部品    アール・エフ・エナジィ㈱ 

      

      

      子会社 

      ○ ㈱ネツレンハイメック 

 ←     ○ 塩城高周波熱煉有限公司 

      関連会社 

      ＊ 韓国熱錬㈱ 

   賃貸事業他   

     不動産管理 ・ その他 

   賃貸部門   子会社 

 ←  （その他）   ＊ ㈱ネツレン・名南 

      ○ ネツレン・ユー・エス・エーInc. 

        他 子会社１社、関連会社１社 

 

（注）１　広州豊東熱煉有限公司は、当中間連結会計期間中に設立され、新たに当社グループに加わりました。

　　　２　連結子会社ネツレン・ユー・エス・エーInc.は、平成18年９月に関連会社テイエチケーネツレンアメリカ,L.L.C.

を清算しております。
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、グループの目指すべき方向を共有し、企業の社会的責任を全うすることを目的に以下のグループ

経営理念を掲げております。

① 熱処理技術を中核とし、常に新商品・新事業の開発を進め社会の発展に貢献します。

② ダントツの技術力・品質、高いお客様満足度、そして透明で公正な企業文化を背景に社会から信頼されるパート

ナーを目指します。

③ たゆまぬ自己変革に努め、常に成長することを目指します。

④ 安全および健康を基本とし、人を育て、活力ある企業グループを目指します。

⑤ 地球環境との共生を基本とし、企業の社会的責任を果たします。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　長期的な企業競争力の強化と企業価値の最大化を目指し、重点分野への積極的な設備投資や研究開発投資への充当

をはかるべく内部留保の充実に意を尽くすとともに、株主の皆様への配当につきましては、安定した配当を継続して

いくという方針に加え、当社グループを取り巻く経営環境及び各期の業績等を総合的に勘案のうえ、決定していくこ

とを基本方針としております。

　なお、当社は中間期末日及び期末日を基準とした年２回の配当を継続していく方針であります。

(3）目標とする経営指標

　企業価値の最大化を目指し、収益性及び資本効率の向上に注力しております。

　具体的には、ＲＯＡ（総資産経常利益率）及びＲＯＥ（自己資本当期純利益率）を中長期的な経営指標としており

ます。

　数値目標としましては、第10次中期経営計画（対象期間：平成18年度から平成20年度までの３ヵ年）におきまして、

平成20年度に連結ベースで、売上高420億円以上、営業利益50億円以上、営業利益率11.0％以上、ＲＯＡ9.0％以上、

ＲＯＥ7.0％以上を達成することを目標としております。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは平成18年度を初年度とする３ヵ年の第10次中期経営計画「VALUE UP 10-20」を策定いたしました。

本計画に基づく、中長期的な経営戦略は以下のとおりです。

①　成長戦略の遂行

　新商品、新事業の開拓及びネツレンブランド商品の開発を狙いとし、新商品開発プロジェクトを編成のうえ、新

商品開発を進めます。また、「材料」、「熱処理」、「生産技術」を融合し、技術力を進化させるとともに、技能

の伝承を行うことで名実ともに技術のネツレンを目指します。さらに、熱処理前後工程の拡充及び総合熱処理メー

カーへの展開をはかるために、当社グループにない技術分野のメーカーとのアライアンス強化をはかります。

②　事業基盤の拡大・強化

　各事業の組織体制、事業体制を再編し、組織シナジーの強化をはかるとともに、生産能力の拡充のため国内主要

拠点の拡充及びグローバル体制の強化をはかります。また、生産革新活動を中心に生産効率の向上及びモノづくり

体制の強化に努めます。さらに「モノづくりは人づくり」を基本として、新人事政策による人材育成に注力いたし

ます。

③　経営の高効率化

　 内部統制、ＣＳＲ等への対応、コンプライアンスの徹底、安全対策の強化、環境面への配慮を含め、グループ横

断的な展開を通じグループ総合力の強化をはかります。さらに、生産革新活動及び資産内容の見直しにより資産効

率の向上に努めるとともに、重点設備投資の推進と投資効率の向上及び海外事業における収益率の向上をはかり、

経営の高効率化を推し進めていきます。

5976 ネツレン（高周波熱錬株式会社）
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(5）会社の対処すべき課題

　今後、わが国経済は、原油価格及び原材料価格の高騰など、不透明要因が残る状況が続くものの、企業収益及び設

備投資が改善し、また、個人消費も回復するなど、国内景気は、引き続き緩やかな拡大傾向を辿るものと思われます。

　このような経済環境のもと、当社グループではグループの目指すべき方向を共有し、企業の社会的責任を全うする

経営姿勢を内外に明確に伝えることを目的に「ネツレングループ経営理念」を制定のうえ、平成18年度を初年度とす

る第10次中期経営計画「VALUE UP 10-20」（３ヵ年計画）のもと、グループ全社員が一丸となり、たゆまぬ自己変革

に努め、高い成長力・効率性を有する企業グループを目指し、ネツレングループの企業価値を一層高めていく所存で

あります。

(6）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(7）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

①当中間期の概況

業績全般の概況

　当中間連結会計期間のわが国経済は、原油、原材料価格の高騰にもかかわらず、企業収益は改善し、引き続き、設

備投資も拡大しました。また、個人消費についてはやや弱めの動きは見られるものの、景気は緩やかながら拡大を続

け、世界経済も米国、アジアを中心に景気は着実に回復してまいりました。

　当社グループの関連業界である土木業界におきましては、公共事業は減少傾向をたどり、依然として低迷が続いて

おりますが、建築業界におきましては、民間設備投資の拡大基調を受け、回復感が現れてきました。一方、自動車業

界は海外景気の回復に後押しされ、建設機械・工作機械業界共々、引き続き拡大基調で推移しております。

　このような状況のなか、新商品・新技術の開発及び新市場開拓、販売促進に鋭意努力するとともに、生産革新活動

を通じ、コスト競争力の強化に努め、売上高の拡大、収益の改善に取り組みました。

　この結果、当中間連結会計期間の売上高は187億62百万円（前年同期比12.5％増）となり、また経常利益は26億23百

万円（同23.6％増）、中間純利益は16億36百万円（同28.6％増）となりました。

当中間期の主なセグメント別の概況

　主な事業の種類別セグメント別の概況は、以下のとおりであります。

　なお、各セグメントの売上高は、グループ内部売上高を消去しております。

（製品事業部関連事業）

　土木業界は依然低迷、建築業界は回復傾向が見えるなか、当社主力製品であるコンクリートパイル及びポール用

ウルボンの販売量は増加に転じましたが、中高層マンション向け及び場所打ち杭用高強度せん断補強筋の販売量は、

やや頭打ちで推移しました。また、自動車・二輪車用サスペンションばね等に使用される高強度ばね鋼線（ＩＴＷ）

は、引き続き好調に推移した結果、当セグメントの売上高は88億22百万円（前年同期比19.9％増）、営業利益は９

億16百万円（同21.7％増）となりました。

（加工・電機関連事業）

　熱処理受託加工関連事業は自動車・建設機械・工作機械業界の好調さに支えられ、熱処理受託加工の受注量は引

き続き増加しました。熱処理受託加工の基幹工場の一つである大阪工場（大阪府大阪市）は建設機械部品を中心に

好調に推移しており、刈谷工場（愛知県刈谷市）及び設備増強を行った岡山工場（岡山県総社市）ともに、自動車

部品を中心に積極的な受注・販売活動を展開しました。

  また、西境工場（愛知県刈谷市）は、新商品としての中空ラックバーの増産体制を整え、順調に売上を伸ばして

おります。

　一方、誘導加熱装置関連事業もまた関連業界の好調さに支えられ、売上高を順調に伸ばしております。国内販売

のみならず、米国、中国、タイ、インドネシア及び欧州におけるメンテナンス体制を整え海外顧客の積極的な開拓

にも注力しました。

　この結果、当セグメントの売上高は97億18百万円（前年同期比7.1％増）、営業利益は12億27百万円（同29.0％

増）となりました。

（賃貸事業他）

　賃貸事業におきましては従来保有していた北品川ビルを売却したことにより、賃貸収入は減少しました。この結

果、当セグメントの売上高は２億21百万円（前年同期比7.9％減）、営業利益は１億44百万円（同19.4％減）となり

ました。

当中間期の利益配分

　当中間期の配当金につきましては、従来よりの安定した配当を継続していくという方針に加え、業績及び経営環境

等を総合的に勘案していくことを基本方針とし、１株につき7.5円に決定しました。

②通期の見通し

業績全般に関する見通し

　下半期のわが国経済は、原油及び原材料価格の変動懸念及び米国経済の減速懸念等により不透明感が払拭できない

ものの、企業収益の改善、設備投資の拡大及び個人消費の回復を背景に、引き続き緩やかな回復基調を辿るものと見

込まれます。
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　このような経済環境のもと、引き続き独自の新商品・新技術の開発及び販売促進に努めるとともに、「生産革新プ

ロジェクト」を推進することなどにより、効率性の高い生産体制を構築し、当連結会計年度において、第10次中期経

営計画「VALUE UP 10-20」初年度経営目標を達成できるよう注力してまいります。

通期の主なセグメント別の見通し

　事業の種類別セグメント売上高につきましては、以下のような見通しであります。

　製品事業部関連事業は、緩やかな国内需要の回復を反映して、前年比増収を見込んでおります。特に、冷間成形用

の高強度ばね鋼線（ＩＴＷ）が堅調に推移するものと見込んでおります。

　加工・電機関連事業は、引き続き自動車・工作機械・建設機械業界からの受注が堅調に推移するものと予想してお

ります。

　さらに、軽量化対策としての自動車関連部品の売上が堅調に推移するものと見込んでおります。

　賃貸事業他は、「オーバルコート大崎マークウエスト」に当社が保有するフロアーの賃貸料が安定的に売上に寄与

するものと見込んでおります。

　下半期におきましても、高付加価値の新商品の開発・拡販に注力するとともに、原価低減等による収益力の向上及

び一層の経営効率化を実現していく予定であります。

(2）財政状態

①当中間期の概況

　当中間連結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。）の残高は、80億19百万円（前連結会

計年度末と比べ３億９百万円の減少）となりました。

　各キャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は以下のとおりであります。

　営業活動の結果得られた資金は、16億47百万円（前年同期は12億20百万円の収入）であります。

　これは、売上債権は増加しましたが、税金等調整前中間純利益及び減価償却費が増加したことのほか、たな卸資産

が減少したことなどによります。

　投資活動の結果支出した資金は、16億41百万円（前年同期は15億68百万円の支出）であります。

　これは、北米における合弁会社（アイティスプリングワイヤーLLC）を譲渡したことに伴う投資有価証券の売却収入

がありましたが、設備投資による有形固定資産の取得支出が17億19百万円及び投資有価証券の取得支出が17億69百万

円あったことなどによります。

　財務活動の結果支出した資金は、３億52百万円（前年同期は22百万円の支出）であります。

　これは、連結子会社における借入による収入があったものの、増配により株主への配当金支出が４億42百万円と増

加したことによります。

　なお、当社では、当中間連結会計期間におきまして、流動性を補完するものとして、当社の主力取引銀行との間で

総額21億円のコミットメントライン契約を締結しております。

②キャッシュ・フロー指標

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期
平成18年９月

中間期

①　自己資本比率 （％） 77.5 74.4 75.3 73.7

②　時価ベース自己資本比率 （％） 51.3 64.5 105.1 91.6

③　債務償還年数 （年） 1.7 0.5 0.5 ―

④　インタレスト・カバレッジ・レシオ 29.2 172.4 79.0 65.8

（注）１．①　自己資本比率　　　　　　：自己資本／総資産

②　時価ベース自己資本比率　：株式時価総額（株価終値×発行済株式総数）／総資産

③　債務償還年数　　　　　　：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（中間期は記載しておりません。）

④　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い金額

２．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、貸借対照表に計上されている借入金及び新株予約権付社債を対象としております。また、

利払い金額については、損益計算書の支払利息を使用しております。
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(3）事業等のリスク

（製品品質に関するリスク）

　当社グループは、主として土木・建築業界や、自動車業界等に幅広く製品を提供しております。これらの製品は、

非常に重要な部位に使用されるため、供給者としての責任を自覚し、品質検査及び性能確認には十分注意を払い、

かつＩＳＯ9000の認証取得についても積極的に取組み、品質保証体制の確立に鋭意努めてまいりました。

　しかし、万一、品質上のトラブルが発生し、人的、社会的に被害が生じた場合は、当社グループの信用及び業績

に影響を与える可能性があります。

（原油価格の高騰及びコストアップに関するリスク）

　中東情勢の混迷及び原油市場への投機的資金の流入などを背景に、原油価格が高騰しており、今後の動向につき

ましても予断を許さない状況にあります。当社グループ事業を支えるＩＨ（誘導加熱）技術は、主として電力をエ

ネルギーとして用いております。原油価格の高騰により、電力料金負担増などがコストアップ要因となり、今後当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（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   8,046,828   8,029,607    8,339,192  

２．受取手形及び
売掛金

※５  11,448,393   14,028,948    12,272,729  

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

４．たな卸資産   2,361,979   2,275,840    2,639,142  

５．繰延税金資産   632,658   578,748    573,629  

６．その他   1,023,669   1,791,868    1,061,731  

貸倒引当金   △477,617   △343,998    △335,712  

流動資産合計   23,278,055 41.8  26,661,216 42.5 1,868,139  24,793,077 41.2

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産
※１

※２
          

(1）建物及び
構築物

 6,333,920   6,707,253    6,270,607   

(2）機械装置及び
運搬具

 6,985,720   8,014,258    7,594,681   

(3）土地  6,632,430   6,899,993    6,867,962   

(4）建設仮勘定  566,875   817,950    661,766   

(5）その他  233,719 20,752,668 37.2 319,648 22,759,104 36.3 1,122,028 242,058 21,637,076 35.9

２．無形固定資産   82,195 0.2  122,954 0.2 34,234  88,720 0.1

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券  11,233,401   12,801,909    13,308,316   

(2）長期貸付金  183,644   102,246    199,773   

(3）繰延税金資産  17,144   23,586    12,580   

(4）その他  247,929   273,447    253,024   

貸倒引当金  △68,348 11,613,770 20.8 △77,635 13,123,553 21.0 △583,660 △66,481 13,707,213 22.8

固定資産合計   32,448,634 58.2  36,005,612 57.5 572,602  35,433,010 58.8

資産合計   55,726,690 100.0  62,666,829 100.0 2,440,742  60,226,087 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形及び
買掛金

※５  4,160,702   5,079,166    4,394,856  

２．短期借入金 ※２  1,346,100   1,525,348    1,478,005  

３．未払法人税等   868,333   1,162,698    1,088,271  

４．繰延税金負債   93,184   －    99,460  

５．賞与引当金   756,924   821,521    814,664  

６．その他 ※５  3,163,230   4,527,942    3,484,985  

流動負債合計   10,388,476 18.6  13,116,676 20.9 1,756,432  11,360,244 18.9
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比

（％）

Ⅱ　固定負債            

１．新株予約権付社債   865,000   45,000    230,000  

２．長期借入金 ※２  200,550   98,148    －  

３．退職給付引当金   585,628   620,688    608,855  

４．役員退職金引当金   86,520   84,720    86,520  

５．繰延税金負債   1,062,205   1,538,800    1,830,045  

６．連結調整勘定   16,262   －    13,478  

７．負ののれん   －   10,629    －  

８．その他   244,365   221,640    241,507  

固定負債合計   3,060,530 5.5  2,619,626 4.2 △390,780  3,010,406 5.0

負債合計   13,449,007 24.1  15,736,303 25.1 1,365,652  14,370,651 23.9

            

（少数株主持分）            

　　少数株主持分   355,067 0.7  － －   486,849 0.8

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   5,983,697 10.7  － －   6,302,784 10.5

Ⅱ　資本剰余金   5,094,349 9.1  － －   5,413,443 9.0

Ⅲ　利益剰余金   29,743,913 53.4  － －   30,958,082 51.4

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  1,811,029 3.3  － －   2,901,747 4.8

Ⅴ　為替換算調整勘定   △668,977 △1.2  － －   △163,827 △0.3

Ⅵ　自己株式   △41,396 △0.1  － －   △43,643 △0.1

資本合計   41,922,615 75.2  － －   45,368,586 75.3

負債、少数株主持分
及び資本合計

  55,726,690 100.0  － －   60,226,087 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  6,395,747 10.2   － －

２．資本剰余金   － －  5,506,577 8.8   － －

３．利益剰余金   － －  32,101,603 51.2   － －

４．自己株式   － －  △45,723 △0.1   － －

株主資本合計   － －  43,958,204 70.1   － －

Ⅱ　評価・換算差額等            

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  2,362,511 3.8   － －

２．繰延ヘッジ損益   － －  △1,406 △0.0   － －

３．為替換算調整勘定   － －  △125,705 △0.2   － －

評価・換算差額等合
計

  － －  2,235,400 3.6   － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  736,921 1.2   － －

純資産合計   － －  46,930,525 74.9   － －

負債純資産合計   － －  62,666,829 100.0   － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（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   16,672,143 100.0  18,762,517 100.0 2,090,374  35,086,023 100.0

Ⅱ　売上原価   12,394,706 74.3  13,797,456 73.5 1,402,750  26,000,608 74.1

売上総利益   4,277,437 25.7  4,965,060 26.5 687,623  9,085,415 25.9

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

※１  2,394,255 14.4  2,677,215 14.3 282,960  4,990,199 14.2

営業利益   1,883,181 11.3  2,287,845 12.2 404,664  4,095,215 11.7

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  15,506   16,648    30,867   

２．受取配当金  38,321   107,337    76,468   

３．有価証券
売却益

 119,575   83,684    250,649   

４．受取保険
配当金

 －   －    73,133   

５．連結調整勘定
償却額

 2,784   －    5,568   

６．負ののれん
償却額

 －   2,613    －   

７．持分法による
投資利益

 74,687   134,485    －   

８．その他  28,740 279,615 1.6 48,181 392,949 2.1 113,334 78,399 515,086 1.5

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  17,901   25,045    42,211   

２．持分法による投
資損失

 －   －    59,165   

３．開業費  －   －    879   

４．たな卸資産
評価損

 3,159   －    16,196   

５．その他  19,471 40,532 0.2 32,236 57,281 0.3 16,749 42,190 160,643 0.5

経常利益   2,122,264 12.7  2,623,513 14.0 501,249  4,449,658 12.7

Ⅵ　特別利益            

１．貸倒引当金戻入 　 1,600   －    138,348   

２．固定資産売却益 ※２ 703   394,952    703   

３．投資有価証券
売却益

 2,525   －    94,938   

４．受取保険金 　 －   －    18,550   

５．保険解約金  14,450 19,280 0.1 － 394,952 2.1 375,672 14,450 266,990 0.7

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産除却損 ※３ 26,672   70,517    51,138   

２．投資有価証券
売却損

　 －   16,326    －   

３．投資有価証券
評価損

　 23   17,359    23   

４．製品不良
補償金

　 －   34,068    －   
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

５．関連会社
    清算損

　 －   75,846    －   

６．ＰＣＢ処理関連
損失

　 222,474   －    222,564   

７．電話加入権
    評価損

 － 249,170 1.5 － 214,118 1.2 △35,052 9,380 283,106 0.8

税金等調整前中
間（当期）純利
益

  1,892,375 11.3  2,804,347 14.9 911,972  4,433,542 12.6

法人税、住民税
及び事業税

※４ 633,051   1,135,026    1,650,810   

法人税等調整額  － 633,051 3.8 － 1,135,026 6.0 501,975 103,401 1,754,211 5.0

少数株主損益
（減算又は△加算）

  △13,067 △0.1  33,254 0.2 46,321  △23,317 △0.1

中間（当期）
純利益

  1,272,391 7.6  1,636,067 8.7 363,676  2,702,647 7.7

            

(3) 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度
（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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   4,777,774  4,777,774

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１．新株予約権行使に伴う剰余金増加高  316,575  635,662  

２．自己株式処分差益  － 316,575 6 635,668

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残高   5,094,349  5,413,443

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   28,759,650  28,759,650

Ⅱ　利益剰余金増加高      

中間（当期）純利益  1,272,391 1,272,391 2,702,647 2,702,647

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  253,129  469,215  

２．役員賞与  35,000 288,129 35,000 504,215

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   29,743,913  30,958,082
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(4) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

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

（千円）
6,302,784 5,413,443 30,958,082 △43,643 42,630,667

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 92,962 92,962   185,925

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   1,636,067  1,636,067

自己株式の取得    △2,193 △2,193

自己株式の処分  171  113 285

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
92,962 93,134 1,143,520 △2,079 1,327,537

平成18年９月30日　残高

（千円）
6,395,747 5,506,577 32,101,603 △45,723 43,958,204

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

繰延ヘッジ損益
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

（千円）
2,901,747 － △163,827 2,737,919 486,849 45,855,436

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行      185,925

剰余金の配当（注）      △442,546

役員賞与（注）      △50,000

中間純利益      1,636,067

自己株式の取得      △2,193

自己株式の処分      285

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△539,235 △1,406 38,122 △502,519 250,071 △252,448

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△539,235 △1,406 38,122 △502,519 250,071 1,075,089

平成18年９月30日　残高

（千円）
2,362,511 △1,406 △125,705 2,235,400 736,921 46,930,525

　（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。
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期比
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

増減
（千円）

金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

     

１．税金等調整前中間（当期）
純利益

 1,892,375 2,804,347  4,433,542

２．減価償却費  891,085 1,037,495  1,942,238

３．連結調整勘定償却額  △2,784 －  △5,568

４．負ののれん償却額  － △2,613  －

５．貸倒引当金の増減額
（減少は△）

 △3,064 17,380  △146,836

６．賞与引当金の増減額
（減少は△）

 △2,248 6,856  55,491

７．退職給付引当金の増加額  34,323 11,833  57,550

８．その他の引当金の減少額  △2,100 △1,800  △2,100

９．受取利息及び受取配当金  △53,828 △123,985  △107,336

10．支払利息  17,901 25,045  42,211

11．為替差損益（差益は△）  △11,038 5,059  △29,395

12．持分法による投資損益
（利益は△）

 △74,687 △134,485  59,165

13．有形固定資産売却益  △703 △394,952  △703

14．有形固定資産処分損等  26,672 70,517  50,993

15．電話加入権評価損  － －  9,380

16．有価証券売却益  △119,575 △83,684  △250,649

17．投資有価証券売却損益
（利益は△）

 △2,525 16,326  △94,938

18．投資有価証券評価損  23 17,359  23

19．売上債権の増加額  △474,330 △1,562,303  △1,294,291

20．たな卸資産の増減額
（増加は△）

 △182,838 362,999  △449,151

21．仕入債務の増加額  321,280 681,168  547,522

22．役員賞与の支払額  △35,000 △50,000  △35,000

23．未払消費税等の増減額
（減少は△）

 △48,484 19,651  △42,322

24．その他  203,398 △119,664  550,743

小計  2,373,850 2,602,552 228,702 5,290,570

25．利息及び配当金の受取額  106,406 199,002  159,524

26．利息の支払額  △17,668 △24,977  △41,901

27．法人税等の支払額  △1,241,929 △1,128,755  △2,074,321

営業活動による
キャッシュ・フロー

 1,220,658 1,647,821 427,163 3,333,872
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期比
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

増減
（千円）

金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

     

１．有価証券の売却及び満期
による収入

 760,800 241,000  760,800

２．有形固定資産の取得
による支出

 △1,092,685 △1,719,985  △3,045,378

３．有形固定資産の売却
による収入

 21,700 480,427  21,700

４．無形固定資産の取得
による支出

 △2,719 △39,777  △14,843

５．投資有価証券の取得
による支出

 △1,747,326 △1,769,958  △1,954,135

６．投資有価証券の売却
による収入

 427,058 1,070,145  1,007,188

７．貸付けによる支出  △3,280 △4,100  △55,280

８．貸付金の回収による収入  34,730 111,598  76,524

９．長期前払費用にかかる支出  △4,565 △2,649  △12,002

10．その他  37,366 △8,290  35,633

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △1,568,921 △1,641,588 △72,667 △3,179,793

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

     

１．短期借入れによる収入  267,400 20,000  436,705

２．短期借入金の返済による支出  － △16,650  △196,300

３．長期借入れによる収入  － 100,000  －

４．長期借入金の返済による支出  △35,000 △11,669  △108,150

５．自己株式の取得による支出  △1,816 △2,193  △4,153

６．少数株主からの払込み
による収入

 － －  82,807

７．配当金の支払額  △253,129 △442,546  △469,215

８．その他  － 285  11

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △22,546 △352,773 △330,227 △258,295

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 13,720 △6,807 △20,527 39,490

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △357,088 △353,348 3,740 △64,725

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  8,393,917 8,329,192 △64,725 8,393,917

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加高

 － 43,763 43,763 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

 8,036,828 8,019,607 △17,221 8,329,192
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　７社

主要な連結子会社の名称

㈱ネツレン・ヒートトリート、㈱ネ

ツレン・竜ヶ崎、㈱ネツレンディベ

ロップメント、ネツレン・ユー・エ

ス・エーInc.、上海中煉線材有限公

司

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　８社

主要な連結子会社の名称

㈱ネツレン・ヒートトリート、㈱ネ

ツレン・竜ヶ崎、㈱ネツレン小松、

ネツレン・ユー・エス・エーInc.、

上海中煉線材有限公司

　㈱ネツレン小松は、前連結会計年度

まで持分法適用関連会社でありました

が、当社が株式を追加取得し、出資比

率が40％となり、支配力基準により当

中間連結会計期間から連結子会社とし

ております。

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　７社

主要な連結子会社の名称

㈱ネツレン・ヒートトリート、㈱ネ

ツレン・竜ヶ崎、ネツレン・ユー・

エス・エーInc.、上海中煉線材有限

公司

　前連結会計年度まで連結子会社であ

りました㈱ネツレンディベロップメン

トは、平成18年１月１日をもって、当

社に吸収合併され消滅したため、連結

の範囲から除いております。なお、合

併時までの損益計算書につきましては

連結に反映しております。

　塩城高周波熱煉有限公司につきまし

ては、当連結会計年度において新たに

設立したことにより連結子会社として

おります。

(2）主要な非連結子会社名

　㈱ネツレン・名南

(2）主要な非連結子会社名

同左

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

（連結の範囲から除いた理由)

　非連結子会社３社は、いずれも小規

模会社であり、合計の総資産、売上高、

中間純損益及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。

（連結の範囲から除いた理由)

　非連結子会社２社は、いずれも小規

模会社であり、合計の総資産、売上高、

中間純損益及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。

（連結の範囲から除いた理由)

　非連結子会社２社は、いずれも小規

模会社であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金（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

あります。 

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社数

１社

会社等の名称

㈱ネツレン・名南

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社数

１社

会社等の名称

同左

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用の非連結子会社数

１社

会社名

同左

(2）持分法を適用した関連会社数　　11社

主要な会社等の名称

㈱ネツレン小松、㈱ネツレン・ヒラ

カタ、㈱ネツレン・加古川、高麗熱

錬㈱、アイティスプリングワイヤー

LLC、ユーエスチタCO.,LTD、エヌ

ティーケー精密アクスル㈱

(2）持分法を適用した関連会社数　　８社

主要な会社等の名称

㈱ネツレン・ヒラカタ、㈱ネツレン・

加古川、高麗熱錬㈱、ユーエスチタ

CO.,LTD、エヌティーケー精密アクス

ル㈱

　テイエチケーネツレンアメリ

カ,L.L.C.は、平成18年９月に清算し

ておりますが、同社の中間決算日は

６月末日であるため、当中間連結会

計期間においては、持分法の適用範

囲に含めております。

　㈱ネツレン小松は、当中間連結会

計期間から連結子会社となったため、

持分法の適用範囲から除外しており

ます。

(2）持分法適用の関連会社数　　　　11社

主要な会社名

㈱ネツレン小松、㈱ネツレン・ヒラ

カタ、㈱ネツレン・加古川、高麗熱

錬㈱、アイティスプリングワイヤー

LLC

　アイティスプリングワイヤーLLCほ

か１社につきましては、平成18年１

月２日をもって、持分のすべてを合

弁相手に譲渡したため、当連結会計

年度末時点では、持分法適用会社に

該当しなくなっております。

　当社は㈱ネツレン小松の株式を追

加取得しております。同社への当社

出資比率は40％でありますが、支配

力基準に照らし、当連結会計年度末

時点では子会社としております。た

だし、当社の株式追加取得日が同社

の翌期首（平成18年１月１日）であ

るため、当連結会計年度におきまし

ては、従来どおり持分法を適用して

おります。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称

塩城高周波熱煉有限公司、アール・エ

フ・エナジィ㈱

(3）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称

アール・エフ・エナジィ㈱、広州豊東

熱煉有限公司

(3）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称

アール・エフ・エナジィ㈱

(持分法を適用しない理由)

　持分法非適用会社は、それぞれ中間

純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用から除外

しております。

(持分法を適用しない理由)

同左

(持分法を適用しない理由)

　持分法非適用会社３社は、それぞれ

当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適用から

除外しております。

(4）持分法の適用会社のうち、中間決算日

が中間連結決算日と異なる会社について

は、各社の中間会計期間にかかる中間財

務諸表を使用しております。

(4）　　　　　　同左 (4）持分法の適用会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる会社については、各社

の事業年度にかかる財務諸表を使用して

おります。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

　連結子会社７社の中間決算日はすべて６

月30日であります。中間連結財務諸表の作

成にあたっては同日現在の中間財務諸表を

使用し、中間連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

　連結子会社８社の中間決算日はすべて６

月30日であります。中間連結財務諸表の作

成にあたっては同日現在の中間財務諸表を

使用し、中間連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社７社の決算日はすべて12月31

日であります。連結財務諸表の作成にあたっ

ては同日現在の財務諸表を使用し、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おります。

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

①　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

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

①　有価証券

満期保有目的の債券

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

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

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

主として移動平均法により算定し

ております。）

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

は主として移動平均法により算定

しております。）

その他有価証券

時価のあるもの

　決算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、売却原価は主

として移動平均法により算定して

おります。）

時価のないもの

　主として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

主として先入先出法による原価法

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は、主とし

て定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除く）

は定額法）を採用し、在外連結子会社

は主として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）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

同左

建物及び構築物 ５～50年

機械装置及び運搬具 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）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、

中間連結会計期間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

連結会計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

間連結会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生額を定額法（10年）により按

分し、それぞれ発生の翌連結会計年度

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

連結会計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、各連結会計年

度の発生時のそれぞれ翌連結会計年度

から定額法（10年）により費用処理し

ております。

④　役員退職金引当金

　当社では、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）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債、収益

及び費用は、中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は少数株

主持分及び資本の部における為替換算調

整勘定に含めております。

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債、収益

及び費用は、中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めております。

─────

(5）重要な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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

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。

(6）重要なヘッジ会計の方法

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。

(6）重要なヘッジ会計の方法

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
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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。

───── ───── (7）繰延資産の処理方法

開業費

　支出時に全額費用として処理してお

ります。

(8）その他中間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。

(8）その他中間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

同左

(8）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

同左

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、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。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

同左

５．連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、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。

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は46,195,010千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しております。

──────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

────── （中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲記されて

いたものは、当中間連結会計期間から「負ののれん」と表示しており

ます。

────── （中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲記

されていたものは、当中間連結会計期間から「負ののれん償却額」と

表示しております。

────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲記

されていたものは、当中間連結会計期間から「負ののれん償却額」と

表示しております。

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

27,261,594千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

29,359,827千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

28,185,740千円であります。

※２．担保資産及び担保付債務

(1）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。

※２．担保資産及び担保付債務

    担保に供している資産は次のとおりで

あります。　

※２．担保資産

(1）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。

土地 202,231千円

建物及び構築物 563,078千円

機械装置及び運搬具 494,797千円

その他 65,041千円

計 1,325,149千円

建物等 425,790千円

機械装置 349,889千円

計 775,680千円

　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 360,000千円

土地 202,231千円

建物及び構築物 560,382千円

機械装置及び運搬具 755,977千円

その他 60,441千円

計 1,579,032千円

　当中間連結会計期間末現在、該当する

担保付債務はありません。

　当連結会計年度末現在、該当する担保

付債務はありません。

(2）担保に供している資産は次のとおりで

あります。　

(2）担保に供している資産は次のとおりで

あります。　

建物 417,484千円

機械装置 367,148千円

計 784,633千円

建物等 459,463千円

機械装置 371,990千円

計 831,454千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 200,550千円

長期借入金 200,550千円

計 401,100千円

短期借入金 365,750千円

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）連結会社以外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）連結会社以外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）連結会社以外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。

㈱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 184,714千円

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 158,653千円

㈱ネツレン小松 41,324千円

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 170,983千円
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

４．当社グループ（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

基づく当中間連結会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

４．　　　　　　同左 ４．当社グループ（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

当連結会計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

────── ※５．中間連結会計期間末日満期手形

    中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結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

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりであります。

支払運賃 590,634千円

給料 442,856千円

賞与引当金繰入額 236,356千円

福利厚生費 170,701千円

減価償却費 26,425千円

技術研究費 262,430千円

支払運賃 617,900千円

給料 488,460千円

賞与引当金繰入額 246,469千円

福利厚生費 170,910千円

減価償却費 48,369千円

技術研究費 324,634千円

支払運賃 1,222,528千円

給料 882,685千円

賞与引当金繰入額 265,981千円

福利厚生費 341,731千円

減価償却費 73,828千円

技術研究費 573,904千円

※２．固定資産売却益は、土地の売却益であ

ります。

※２．固定資産売却益のうち主要なもの ※２．固定資産売却益は、土地の売却益であ

ります。

土地売却益 239,186千円

建物売却益 155,765千円

※３．固定資産除却損の主なものは、機械装

置の廃却によるものであります。

※３．　　　　　 同左 ※３．　　　　　 同左

※４．当中間連結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。

※４．　　　　　 同左 ─────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式（注）１ 44,337 302 － 44,640

合計 44,337 302 － 44,640

自己株式

普通株式（注）２、３ 83 1 0 85

合計 83 1 0 85

　（注）１．発行済株式の増加302千株は、新株予約権付社債の権利行使により発行されたものであります。

２．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。

３．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。

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18年６月29日

定時株主総会
普通株式 442,546 10 平成18年３月31日 平成18年６月30日

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

（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18年11月15日

取締役会
普通株式 334,170 利益剰余金 7.5 平成18年９月30日 平成18年12月８日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金 8,046,828千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△10,000千円

現金及び現金同等物 8,036,828千円

現金及び預金 8,029,607千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△10,000千円

現金及び現金同等物 8,019,607千円

現金及び預金勘定 8,339,192千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△10,000千円

現金及び現金同等物 8,329,192千円

5976 ネツレン（高周波熱錬株式会社）

－ 22 －



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

前中間連結会計期間（平成17年９月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

①　国債・地方債等 99,462 99,120 △342

②　社債 812,097 810,647 △1,449

合計 911,560 909,767 △1,792

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

①　株式 3,446,150 6,434,519 2,988,368

②　債券（社債） 445,376 450,641 5,264

③　その他 227,912 239,436 11,524

合計 4,119,438 7,124,596 3,005,157

　（注）　当社グループにおける株式の減損処理の方針は、次のとおりであります。

下落率が50％以上の場合は、すべての株式を減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上す

ることとしております。

下落率が30％以上50％未満の場合は、個別に回復可能性を検証したうえで回復可能性があるものを除く株式に

ついて減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上することとしております。

具体的には、次の①から③のうち、いずれかに該当する場合を減損処理の対象としております。

①　時価が過去２年間にわたり著しく下落した状態にある。

②　債務超過の状態である。

③　２期連続で経常損失を計上しており、翌期もそのように予想される。

　　　　３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 62,483

当中間連結会計期間（平成18年９月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

①　国債・地方債等 99,658 98,980 △678

②　社債 1,000,849 997,067 △3,782

合計 1,100,507 1,096,047 △4,460

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

①　株式 4,466,139 8,382,788 3,916,648

②　債券（社債） 215,410 218,591 3,180

③　その他 195,081 198,298 3,216

合計 4,876,631 8,799,677 3,923,045
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　（注）１．その他有価証券で時価のある株式について10,609千円減損処理を行っております。

　　　　２．当社グループにおける株式の減損処理の方針は、次のとおりであります。

下落率が50％以上の場合は、すべての株式を減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上

することとしております。

下落率が30％以上50％未満の場合は、個別に回復可能性を検証したうえで回復可能性があるものを除く株式

について減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上することとしております。

具体的には、次の①から③のうち、いずれかに該当する場合を減損処理の対象としております。

①　時価が過去２年間にわたり著しく下落した状態にある。

②　債務超過の状態である。

③　２期連続で経常損失を計上しており、翌期もそのように予想される。

　　　　３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 48,383

前連結会計年度（平成18年３月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

①　国債・地方債等 99,560 98,500 △1,060

②　社債 911,431 906,080 △5,351

合計 1,010,992 1,004,580 △6,412

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

①　株式 3,257,619 8,042,886 4,785,266

②　債券（社債） 445,266 448,018 2,751

③　その他 219,837 259,365 39,528

合計 3,922,723 8,750,269 4,827,546

　（注）　当社グループにおける株式の減損処理の方針は、次のとおりであります。

下落率が50％以上の場合は、すべての株式を減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上す

ることとしております。

下落率が30％以上50％未満の場合は、個別に回復可能性を検証したうえで回復可能性があるものを除く株式に

ついて減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上することとしております。

具体的には、次の①から③のうち、いずれかに該当する場合を減損処理の対象としております。

①　時価が過去２年間にわたり著しく下落した状態にある。

②　債務超過の状態である。

③　２期連続で経常損失を計上しており、翌期もそのように予想される。

３．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（千円）

その他有価証券  

非上場株式 54,383

③　デリバティブ取引

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。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 
製品事業部
関連事業
（千円）

加工・電機
関連事業
（千円）

賃貸事業他
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 7,356,866 9,074,723 240,553 16,672,143 － 16,672,143

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 159,483 159,483 (159,483) －

計 7,356,866 9,074,723 400,037 16,831,627  (159,483) 16,672,143

営業費用 6,603,905 8,123,492 221,047 14,948,445  (159,483) 14,788,961

営業利益 752,961 951,230 178,990 1,883,181 － 1,883,181

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品

(1）製品事業部関連事業……ＰＣ鋼棒・異形ＰＣ鋼棒・せん断補強筋・ばね鋼線

(2）加工・電機関連事業……熱処理受託加工・誘導加熱装置・自動車部品等

(3）賃貸事業他………………動産ならびに不動産に係る賃貸事業及び上記以外の事業

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
製品事業部
関連事業
（千円）

加工・電機
関連事業
（千円）

賃貸事業他
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 8,822,852 9,718,023 221,641 18,762,517 － 18,762,517

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 131,509 131,509 (131,509) －

計 8,822,852 9,718,023 353,151 18,894,026 (131,509) 18,762,517

営業費用 7,906,663 8,490,669 208,847 16,606,181 (131,509) 16,474,671

営業利益 916,188 1,227,353 144,303 2,287,845 － 2,287,845

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品

(1）製品事業部関連事業……ＰＣ鋼棒・異形ＰＣ鋼棒・せん断補強筋・ばね鋼線

(2）加工・電機関連事業……熱処理受託加工・誘導加熱装置・自動車部品等

(3）賃貸事業他………………動産ならびに不動産に係る賃貸事業及び上記以外の事業
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前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
製品事業部
関連事業
（千円）

加工・電機
関連事業
（千円）

賃貸事業他
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 15,731,595 18,822,959 531,468 35,086,023 － 35,086,023

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 299,134 299,134 (299,134) －

計 15,731,595 18,822,959 830,602 35,385,157 (299,134) 35,086,023

営業費用 14,141,633 16,692,325 455,982 31,289,942 (299,134) 30,990,808

営業利益 1,589,961 2,130,634 374,619 4,095,215 － 4,095,215

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品

(1）製品事業部関連事業……ＰＣ鋼棒・異形ＰＣ鋼棒・せん断補強筋・ばね鋼線

(2）加工・電機関連事業……熱処理受託加工・誘導加熱装置・自動車部品等

(3）賃貸事業他………………動産ならびに不動産に係る賃貸事業及び上記以外の事業

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18

年４月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18

年４月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── ────── （アイティスプリングワイヤーLLCの出資持分

の譲渡）

　当社の100％出資連結子会社でありますネツ

レン・ユー・エス・エーInc.保有のアイティ

スプリングワイヤーLLC（持分法適用関連会

社）に対する出資持分のすべてをムベアInc.

に譲渡いたしました。

１．譲渡の理由

　当社グループの北米地域における高強度ば

ね鋼線（ＩＴＷ）事業の再検討が必要との判

断に至ったため。

２．譲渡する相手会社の名称

　ムベアInc.（米国デラウェア州）

３．譲渡の時期

　平成18年１月２日

４．アイティスプリングワイヤーLLCの概要

（平成17年12月末現在）

　(1）所在地

　　米国デラウェア州

　(2）代表者

　　山下英治、トーマス・ムアー

　(3）資本金

　　5,000千米ドル

　(4）主な事業内容

　　高強度ばね鋼線（ＩＴＷ）の製造販売

５．譲渡価額、譲渡損益及び譲渡後の持分比

率

　(1）譲渡価額

　　5,700千米ドル

(2）譲渡損益

　この譲渡による損益への影響は軽微であ

ります。

(3）譲渡後の持分比率

　当社グループの出資持分50％はこの譲渡

によりなくなります。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　生産実績は、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

製品事業部関連事業 5,362,365 6,572,246 11,733,012

加工・電機関連事業 7,000,943 6,653,060 14,278,475

合計 12,363,308 13,225,306 26,011,488

　（注）１．金額は、製造費によっており、セグメント間の取引については消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　受注状況は、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

製品事業部関連事業 7,577,245 1,191,684 8,802,207 1,276,652 16,031,757 1,249,330

加工・電機関連事業 4,614,961 4,119,652 2,667,876 3,762,725 7,788,710 4,135,877

　（注）１．加工・電機関連事業のうち、熱処理受託加工関連は継続的な取引が多く、加工賃収入のため受注高及び受注

残高の把握が困難のため、誘導加熱装置関連の受注状況を記載しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　販売実績は、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

製品事業部関連事業 7,356,866 8,822,852 15,731,595

加工・電機関連事業 9,074,723 9,718,023 18,822,959

賃貸事業他 240,553 221,641 531,468

合計 16,672,143 18,762,517 35,086,023

　（注）１．上記の金額は、セグメント間の内部売上高を消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

5976 ネツレン（高周波熱錬株式会社）
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