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平成１９年３月期   中間決算短信（連結）            平成18年11月16日 

上 場 会 社 名        北越メタル株式会社                 上場取引所     東 
コ ー ド 番 号        ５４４６                              本社所在都道府県  新潟県 
（ＵＲＬ  http://www.hokume.co.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 桒原 頼幸 
問合せ先責任者 役職名 取締役総務本部長 氏名 米山 克已  ＴＥＬ (0258)24－5111 
決算取締役会開催日 平成18年11月16日 
親会社等の名称 トピー工業株式会社（コード番号：7231） 親会社等における当社の議決権所有比率 34.6％ 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１． 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)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 
17年９月中間期 

11,353 
11,136 

2.0
14.0

1,202
1,714

△29.9
38.1

1,190 
1,694 

△29.7
48.1

18年３月期 22,076 3,044 2,983 
 

 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 
17年９月中間期 

631 
971 

△35.0
15.1

31.67
48.71

 
 

－ 
－ 

 

18年３月期 1,764  87.44  －  

(注)①持分法投資損益       18年9月中間期      4百万円  17年9月中間期      7百万円  18年3月期      3百万円 
    ②期中平均株式数(連結)  18年9月中間期 19,942,679株  17年9月中間期 19,947,627株  18年3月期 19,946,109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 

 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 
17年９月中間期 

25,317 
23,460 

12,744
11,388

50.1 
48.5 

635.59
570.95

18年３月期 24,475 12,381 50.6 619.81

(注)期末発行済株式数(連結)  18年9月中間期 19,941,043株  17年9月中間期 19,946,256株  18年3月期 19,943,916株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 
17年９月中間期 

309 
1,168 

△  344
△  344

136 
△  562 

3,418
2,753

18年３月期 3,453 △ 1,135 △ 1,494 3,316
(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  ３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  －社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 (新規)   －社 (除外)   －社    持分法 (新規)   －社 (除外)   －社 
 
２．19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 22,500 2,160 1,210 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 60円68銭 
 

 

 

 

※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ます。 

 従って、今後の主原料である鉄スクラップ価格や鋼材市況等の変動により、業績予想値が変わる可能性がありま

す。 
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１．企業集団の状況 

 

  当社及び当社の関係会社（子会社４社、関連会社２社、その他の関係会社１社より構成）は、鉄鋼製品 

 の製造加工ならびに販売等を主な事業としております。 

  事業の系統図で示しますと、次のとおりであります。（平成 18 年９月 30 日現在） 
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２．経営方針 

 

 １．経営の基本方針 

 当社グループは、鉄鋼資源のリサイクル企業として資源保護と、環境保護に一定の役割を果たしつ

つ、当社グループの特色ある高品質・高付加価値製品を市場に供給することで経営の安定、発展を図

り、株主をはじめ関係先の負託に応えて行くことを基本方針としております。 

 

 ２．利益配分に関する基本方針 

 当社における利益配分の基本方針は、業績を基本に経営環境、財務状況などを勘案して決定するこ

とを原則としております。当社の属する普通鋼電炉業界は、市況産業であり業績が景気変動の影響を

大きく受けやすい産業でありますが、その中にあってコスト競争力の強化と高付加価値製品の開発・

拡販に努め、収益の改善・向上と財務体質の強化を図り、配当水準の向上を目指したいと考えており

ます。 

 

 ３．目標とする経営指標 

 当社は、経営の適切な経営判断を目的とする、各種の経営指標を用いております。それらの結果の

総合的な分析により、企業価値を高めてまいります。 

 

 ４．中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

 当社グループは、鉄鋼素材から土木・建築向け加工製品までの一貫体制のなかで、より高付加価値

製品の開発・拡充を指向し、他社との差別化、優位性を図り経営基盤の安定・強化を目指しておりま

す。 

 グループ経営の一体化のもとで、各社の役割を明確化し、共有化された目標を掲げ、効率的なグル

ープ経営を実践することにあります。具体的には、営業面では、顧客情報・ニーズの一元的かつ迅速

な収集を行い、従来に増して効率的、効果的な営業活動を展開するとともに新規顧客の開拓、新製品

の開発につなげ、売上高の拡大を目指してまいります。コスト面では、継続的に実施している改善活

動を中心にグループを挙げて強力に推進し、競争力の強化に努めてまいります。 

 また、会社経営の効率性の確保とコンプライアンス体制の強化を図るため、平成 18 年４月に内部監

査室を設置するとともに、内部統制システムの構築に取り組んでまいります。 
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３．経営成績及び財政状態 

 

 （１）当中間期の概況 

 当中間期におけるわが国経済は、好調な企業業績に支えられ民間設備投資が増加したことに加え、

個人消費も雇用・賃金の回復を背景に伸びたことなどから、景気は回復基調を辿りました。 

 当社グループの関連業界では、このような経済情勢のもとで、公共投資の低迷が続いているものの、

民間設備投資が伸びたことや自然災害による復旧・復興投資が継続したことなどから、鋼材需要は増

えました。また、主原料である鉄スクラップ価格の上昇や原油価格高によるエネルギーコストが増え

るなか、製品販売価格の改善を重視し、需要に見合った生産・販売に努めてまいりました。 

 このような状況下、当社といたしましては、引き続き２年目を迎えた改善活動「ＭＡＣ２０００」

を主体に全社一丸となって鋭意努力いたしました。 

 販売面では、主力製品の異形棒鋼は顧客重視の販売体制のもと、顧客情報の迅速な収集を行い効率

的・効果的な営業活動の展開を図ってまいりました。土木・加工製品については製品販売価格の改善

と営業エリアの拡大を図るため新規顧客の開拓に努力するとともに、開先付き異形棒鋼「Ｊ-ＢＡＲ」

の本格的な販売に続いて、新たな製品開発にも取り組みました。 

 また、コスト面では、操業の安定化を最優先として、エネルギー原単位などの改善を図り、コスト

低減と品質向上を目指し努力してきました。 

 一方、会社経営の効率性の確保とコンプライアンス体制の強化を図るため、平成１８年４月に内部

監査室を設置するとともに、内部統制システムの構築に取り組みました。 

 その結果、土木・加工製品の売上増などから、売上高は１１３億５千３百万円（前年同期比２．０％

増）となりました。 

 収益面では、改善活動によるコスト低減の改善や製品販売量の増加があったものの、鉄スクラップ

価格の上昇に加え、重油価格高騰による副資材やエネルギーコストなどの上昇の影響により、経常利

益は１１億９千万円（前年同期１６億９千４百万円の経常利益）、中間純利益は６億３千１百万円（前

年同期９億７千１百万円の中間純利益）となりました。 

 中間配当金につきましては、１株当たり３円５０銭といたしたいと存じます。 

 株主の皆様をはじめ関係各位の暖かいご支援の賜と厚く御礼申し上げます。 
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 （２）通期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、世界経済の減速による輸出の鈍化や原油価格の高止まりなどが懸念

されるものの、企業の設備投資が好調であることなどから、暫くは安定的な回復傾向が続くものと期

待されます。 

 当社グループ関連業界につきましては、民間設備投資が好調なものの、公共投資の縮減による鋼材

需要の影響や鉄スクラップ価格動向などの影響が懸念されます。 

 このような環境のなかで、当社といたしましては、引き続き改善活動「ＭＡＣ２０００」を主体に

取り組み、収益力の強化と経営基盤の向上を図ってまいります。 

 販売面におきましては、主力製品である棒鋼・線材などは価格重視営業を推進し、地域に密着した

営業活動の強化を図ります。異形形鋼・特殊棒鋼や土木・加工製品は、新規顧客の開拓と営業エリア

の拡大を目指し営業展開するとともに、新製品の開発にも取り組みます。 

 コスト面では当社グループを挙げて環境を重視した高効率生産体制の構築に努め、エネルギーコス

ト低減などに取り組むとともに、顧客の満足する高品質で価格競争力のある製品の提供を目指します。 

 一方、会社経営の効率性の確保とコンプライアンス・リスク管理体制の強化を図るため、内部統制

システムの構築に注力してまいります。 

 今後もグループ各社の経営体質の改善・強化に積極的に取り組み、グループ全体の経営安定を図っ

ていく所存であります。 

 

 （３）財政状態 

 当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は投資活

動によるキャッシュ・フローは減少したものの、営業活動及び財務活動によるキャッシュ・フローが

増加したため、前連結会計年度末に比べ１億１百万円（３．１％）増加し、当中間連結会計期間末に

は３４億１千８百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における営業活動による資金は、３億９百万円の増加（前中間連結会計期間比

８億５千８百万円の減少）となりました。これは主に、売上債権の増加１０億５千１百万円、法人税

等の支払額１０億７千３百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前中間純利益１０億９千９

百万円、仕入債務の増加１０億９千８百万円等を計上したためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における投資活動による資金は、３億４千４百万円の減少（前中間連結会計期

間比０百万円の増加）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３億７千２百万円

等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） 

 当中間連結会計期間における財務活動による資金は、１億３千６百万円の増加（前中間連結会計期

間比６億９千８百万円の増加）となりました。これは主に、長期借入による収入７億５千万円、長期

借入金の返済による支出４億１千１百万円、配当金の支払いによる支出１億３千９百万円等によるも

のであります。 
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 （４）事業等のリスク 

   ①市場環境等 

 当社グループは、鉄鋼資源のリサイクル企業として、鉄スクラップを主原料とし特色ある高品質・

高付加価値製品を市場に供給することで経営の安定、発展を図っておりますが、当社グループの属す

る普通鋼電炉業界は、市況産業であり業績が景気変動の影響を受けやすい産業であります。特に公共

投資、民間設備投資及び住宅建築等の鋼材需要の変動や製品の市場価格によって、当社グループの業

績と財務状況に大きく影響いたします。当社グループが消費する主原料である鉄スクラップ、合金鉄、

燃料等の価格は国際的な経済状況の動きを反映して、大幅に変動する可能性があります。従って、こ

のような原料等の値上がり分を考慮して、製品価格の改善並びにコスト低減をすべく努力するものの、

製品価格の改善が図れなかった場合は、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

   ②災害、事故による影響 

 当社グループは、災害の事前防止対策や設備の事前点検を実施し、災害防止に努めておりますが、

大規模な地震、台風などの自然災害に見舞われ、重大な設備事故や労働災害が発生した場合には、工

場の操業停止等により業績に悪影響を受ける可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等 
(1) 【中間連結財務諸表】 

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) 

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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※２  2,871,882 3,525,115  3,434,411

２ 受取手形及び売掛金 ※６  7,025,051 7,809,347  6,754,348

３ たな卸資産   2,028,174 2,371,487  2,252,773

４ 繰延税金資産   197,446 151,901  196,137

５ その他   130,038 86,158  68,955

貸倒引当金   △25,442 △29,142  △21,268

流動資産合計   12,227,150 52.1 13,914,867 55.0  12,685,357 51.8

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※1,2 3,405,792 3,545,931 3,615,098 

(2) 機械装置 
  及び運搬具 

※1,2 3,500,694 3,593,746 3,572,767 

(3) 工具器具及び備品 ※1,2 355,327 367,789 380,781 

(4) 土地 ※２ 1,997,325 1,908,535 1,997,325 

(5) 建設仮勘定  69,901 9,329,042 41,615 9,457,617 ― 9,565,973

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  3,420 3,208 2,749 

(2) その他  3,967 7,388 3,872 7,080 3,919 6,669

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２ 1,695,782 1,748,511 2,022,184 

(2) 繰延税金資産  51,173 48,497 43,971 

(3) 固定化営業債権 ※５ 6,242 26,722 30,444 

(4) その他  159,004 152,862 162,485 

貸倒引当金  △17,542 1,894,660 △38,402 1,938,191 △41,945 2,217,141

固定資産合計   11,231,091 47.9 11,402,890 45.0  11,789,784 48.2

Ⅲ 繰延資産    

１ 社債発行費   1,815 ―  ―

繰延資産合計   1,815 0.0 ― ―  ― ―

資産合計   23,460,057 100.0 25,317,758 100.0  24,475,142 100.0
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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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金 ※６  4,485,103 6,266,972  5,168,101

２ 短期借入金 ※２  3,317,432 2,686,999  2,566,803

３ 一年以内償還予定 
  社債 

  40,000 40,000  40,000

４ 未払法人税等   732,768 424,982  1,084,225

５ その他 ※６  974,817 818,507  836,369

流動負債合計   9,550,121 40.7 10,237,461 40.5  9,695,500 39.6

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   540,000 500,000  520,000

２ 長期借入金 ※２  965,983 982,336  805,954

３ 繰延税金負債   278,297 293,608  381,022

４ 退職給付引当金   568,420 489,023  553,054

５ 役員退職給与引当金   60,768 69,963  68,398

６ 連結調整勘定   7,316 ―  ―

７ その他   47,602 549  4,637

固定負債合計   2,468,387 10.6 2,335,481 9.2  2,333,066 9.5

負債合計   12,018,509 51.3 12,572,943 49.7  12,028,566 49.1

(少数株主持分)    

少数株主持分   53,258 0.2 ― ―  65,075 0.3

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,969,269 8.4 ― ―  1,969,269 8.1

Ⅱ 資本剰余金   1,399,606 5.9 ― ―  1,399,606 5.7

Ⅲ 利益剰余金   7,531,691 32.1 ― ―  8,324,210 34.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  493,898 2.1 ― ―  695,756 2.8

Ⅴ 自己株式   △6,178 △0.0 ― ―  △7,341 △0.0

資本合計   11,388,289 48.5 ― ―  12,381,501 50.6

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  23,460,057 100.0 ― ―  24,475,142 100.0
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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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 1,969,269  ―

２ 資本剰余金   ― 1,399,606  ―

３ 利益剰余金   ― 8,796,222  ―

４ 自己株式   ― △8,808  ―

株主資本合計   ― ― 12,156,290 48.0  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 518,051  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 518,051 2.0  ― ―

Ⅲ 少数株主持分   ― ― 70,472 0.3  ― ―

純資産合計   ― ― 12,744,814 50.3  ― ―

負債純資産合計   ― ― 25,317,758 100.0  ― ―
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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) 

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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   11,136,732 100.0 11,353,957 100.0  22,076,364 100.0

Ⅱ 売上原価   8,325,655 74.8 9,008,263 79.3  16,813,580 76.2

売上総利益   2,811,076 25.2 2,345,694 20.7  5,262,783 23.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,096,392 9.8 1,142,901 10.1  2,218,077 10.0

営業利益   1,714,683 15.4 1,202,793 10.6  3,044,706 13.8

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  70 396 132 

２ 受取配当金  14,450 16,244 21,384 

３ 連結調整勘定償却額  7,316 ― 14,633 

４ 持分法による 
  投資利益 

 7,249 4,087 3,422 

５ 賃貸料収入  6,554 6,195 12,774 

６ その他  3,506 39,148 0.3 11,169 38,093 0.3 8,223 60,570 0.3

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  46,711 34,773 83,461 

２ 手形売却損  1,789 1,873 4,040 

３ 社債発行費償却  1,815 ― 3,630 

４ たな卸資産評価損  4,339 1,188 6,677 

５ その他  5,042 59,697 0.5 12,203 50,038 0.4 23,677 121,487 0.6

経常利益   1,694,134 15.2 1,190,848 10.5  2,983,790 13.5

Ⅵ 特別利益    

１ 前期損益修正益 ※２ ― ― 83,804 

２ 固定資産売却益 ※３ ― 9,272 ― 

３ 天然ガス化推進補助 
  金受入益 

 ― 33,760 ― 

４ 受取損害保険金  12,855 ― 12,855 

５ 匿名組合投資収益  ― 8,415 14,918 

６ その他 ※４ 7,137 19,992 0.2 1,466 52,915 0.5 3 111,581 0.5

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※５ ― 1,327 5,449 

２ 減損損失 ※６ ― 88,461 ― 

３ 固定資産除却損 ※７ 47,971 51,621 79,935 

４ 投資有価証券評価損  ― 2,979 ― 

５ 貸倒引当金繰入額  2,848 50,819 0.5 ― 144,389 1.3 25,773 111,158 0.5

税金等調整前中間 

(当期)純利益 
  1,663,307 14.9 1,099,373 9.7  2,984,212 13.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 721,239 416,978 1,239,304 

法人税等調整額  △32,046 689,193 6.2 44,668 461,647 4.1 △32,815 1,206,489 5.4

少数株主利益   2,523 0.0 6,106 0.0  13,615 0.1

中間(当期)純利益   971,590 8.7 631,619 5.6  1,764,108 8.0
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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  1,399,606  1,399,606

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高  1,399,606  1,399,606

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  6,659,847  6,659,847

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １ 中間(当期)純利益  971,590 971,590 1,764,108 1,764,108

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  99,745 99,745 99,745 99,745

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  7,531,691  8,324,210
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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) 1,969,269 1,399,606 8,324,210 △7,341 11,685,744

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当(注) ― ― △139,607 ― △139,607

 役員賞与(注) ― ― △20,000 ― △20,000

 中間純利益 ― ― 631,619 ― 631,619

 自己株式の取得 ― ― ― △1,467 △1,467

 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) 
― ― 472,012 △1,467 470,545

平成18年９月30日残高(千円) 1,969,269 1,399,606 8,796,222 △8,808 12,156,290

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 695,756 695,756 65,075 12,446,576 

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当(注) ― ― ― △139,607 

 役員賞与(注) ― ― ― △20,000 

 中間純利益 ― ― ― 631,619 

 自己株式の取得 ― ― ― △1,467 

 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） 

△177,704 △177,704 5,397 △172,306 

中間連結会計期間中の変動額

合計(千円) 
△177,704 △177,704 5,397 298,238 

平成18年９月30日残高(千円) 518,051 518,051 70,472 12,744,814 

(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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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)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間(当期)純利益  1,663,307 1,099,373 2,984,212

減価償却費  358,910 372,811 729,061

減損損失  ― 88,461 ―

連結調整勘定償却額  △7,316 ― △14,633

退職給付引当金増減額(減少：△)  △47,781 △64,030 △63,147

役員退職給与引当金増減額 
(減少：△) 

 8,195 1,564 15,825

貸倒引当金増減額(減少：△)  △26,647 4,331 △6,418

受取利息及び受取配当金  △14,520 △16,640 △21,516

支払利息  48,501 36,646 87,502

有形固定資産売却益  ― △9,272 ―

有形固定資産売却損  ― 1,327 5,449

有形固定資産除却損  47,971 51,621 79,935

持分法による投資利益  △7,249 △4,087 △3,422

売上債権の増減額(増加：△)  △453,210 △1,051,276 △206,709

たな卸資産の増減額(増加：△)  296,357 △118,713 71,758

仕入債務の増減額(減少：△)  △329,993 1,098,870 353,005

その他の流動資産の増減額 
(増加：△) 

 △58,707 △11,795 295

その他の固定資産の増減額 
(増加：△) 

 34,657 2,157 36,876

その他の流動負債の増減額 
(減少：△) 

 △24,525 △29,523 57,658

その他の固定負債の増減額 
(減少：△) 

 △6,981 ― △53,773

未払消費税等の増減額(減少：△)  △39,702 △28,773 △50,852

投資有価証券評価損  ― 2,979 ―

前期損益修正益  ― ― △83,804

天然ガス化推進補助金受入益  ― △33,760 ―

受取損害保険金  △12,855 ― △12,855

役員賞与の支払額  ― △20,000 ―

その他  3,883 △2,259 10,186

小計  1,432,292 1,370,012 3,914,634

利息及び配当金の受取額  14,515 16,588 21,516

利息の支払額  △48,946 △37,550 △85,923

天然ガス化推進補助金の受取額  ― 33,760 ―

法人税等の支払額  △229,848 △1,073,088 △396,938

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 1,168,012 309,722 3,453,288
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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)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入  112,946 10,992 225,898

定期預金の取組みによる支出  △112,947 ― △225,899

短期貸付金の回収による収入  160 825 160

長期貸付金の回収による収入  870 ― 870

投資有価証券の取得による支出  △91 △92 △183

有形固定資産の取得による支出  △337,271 △372,011 △1,123,605

有形固定資産の売却による収入  ― 9,963 1,380

無形固定資産の取得による支出  ― △1,222 ―

その他投資収入  ― 16,631 ―

その他投資支出  △8,074 △9,166 △13,774

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △344,408 △344,080 △1,135,153

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  87,134 △41,524 △587,046

長期借入れによる収入  ― 750,000 150,000

長期借入金の返済による支出  △528,854 △411,898 △915,330

社債の償還による支出  △20,000 △20,000 △40,000

自己株式の取得による支出  △1,116 △1,467 △2,280

配当金の支払額  △99,197 △139,056 △99,378

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 △562,033 136,054 △1,494,035

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 

(減少：△) 
 261,571 101,696 824,099

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高  2,492,219 3,316,318 2,492,219

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

中間期末(期末)残高 
 2,753,790 3,418,015 3,316,318
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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 

 

項目 
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 
  子会社のうち北越興業

㈱、㈱北越タンバック
ル及び㈱メタルトラン
スポートの３社を連結
子会社としている。 

(1) 連結子会社 
同左 

(1) 連結子会社 
同左 

 (2) 非連結子会社 
  北興商事㈱ 
  (連結の範囲から除いた

理由) 
  北興商事㈱は小規模で

あり、総資産、売上高、
中間純損益(持分に見
合う額)及び利益剰余
金(持分に見合う額)等
は、いずれも中間連結
財務諸表に重要な影響
を及ぼしていないため
である。 

(2) 非連結子会社 
同左 

(2) 非連結子会社 
  北興商事㈱ 
  (連結の範囲から除いた

理由) 
  北興商事㈱は小規模で

あり、総資産、売上高、
当期純損益(持分に見
合う額)及び利益剰余
金(持分に見合う額)等
は、いずれも連結財務
諸表に重要な影響を及
ぼしていないためであ
る。 

２ 持分法の適用に関
する事項 

(1) 持分法適用の非連結子
会社 

  北興商事㈱ 

(1) 持分法適用の非連結子
会社 

同左 

(1) 持分法適用の非連結子
会社 

同左 
 (2) 持分法を適用しない関

連会社 
  北国酸素㈱及び東越棒

鋼㈱については中間連
結純損益及び連結利益
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
範囲から除外してい
る。 

(2) 持分法を適用しない関
連会社 

同左 

(2) 持分法を適用しない関
連会社 

  北国酸素㈱及び東越棒
鋼㈱については連結純
損益及び連結利益剰余
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、持分法の適用範囲
から除外している。 

３ 連結子会社の中間
決算日(決算日)等
に関する事項 

連結子会社の中間決算日は
中間連結決算日と一致して
いる。 

同左 連結子会社の事業年度末日
と連結決算日は一致してい
る。 

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 
   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
より算定してい
る) 

(1) 重要な資産の評価基準
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 
     中間連結決算日

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
定している) 

(1) 重要な資産の評価基準
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 
     連結決算日の市

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
により算定して
いる) 

     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 
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項目 
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 たな卸資産 
   製品・半製品・仕掛

品 
    総平均法による低

価法 

 ② たな卸資産 
   製品・半製品・仕掛

品 
同左 

 ② たな卸資産 
   製品・半製品・仕掛

品 
同左 

    原材料 
    主要原材料につい

ては、移動平均法
による低価法 

    その他は、移動平
均法による原価法

   原材料 
同左 

 

   原材料 
同左 

 

    貯蔵品 
    移動平均法による

原価法 

   貯蔵品 
同左 

   貯蔵品 
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 
   当社の本社・長岡工

場は定額法、三条工
場は建物(建物附属
設備を除く)のみ定
額法、その他は定率
法によっている。ま
た、連結子会社につ
いては建物(建物附
属設備を除く)のみ
定額法、その他は定
率法。 

   なお、主な耐用年数
は以下のとおりであ
る。 
建物及び構築物 

２～52年
機械装置及び運搬具

２～19年
工具器具及び備品 

２～20年

(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 
   当社の本社・長岡工

場は定額法、三条工
場は建物(建物附属
設備を除く)のみ定
額法、その他は定率
法によっている。ま
た、連結子会社につ
いては建物(建物附
属設備を除く)のみ
定額法、その他は定
率法。 

   なお、主な耐用年数
は以下のとおりであ
る。 
建物及び構築物 

２～52年
機械装置及び運搬具

２～22年
工具器具及び備品 

２～20年

(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 
   当社の本社・長岡工

場は定額法、三条工
場は建物(建物附属
設備を除く)のみ定
額法、その他は定率
法によっている。ま
た、連結子会社につ
いては建物(建物附
属設備を除く)のみ
定額法、その他は定
率法。 

   なお、主な耐用年数
は以下のとおりであ
る。 
建物及び構築物 

２～52年
機械装置及び運搬具

２～19年
工具器具及び備品 

２～20年
  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
基づく定額法。 

 ② 無形固定資産 
同左 

 ② 無形固定資産 
同左 

 (3) 重要な繰延資産の処理
方法 

  社債発行費 
   商法施行規則第39条

の規定に基づき均等
償却(３年)してい
る。 

――――― 
 

(3) 繰延資産の処理方法 
 
  社債発行費 
   商法施行規則第39条

の規定に基づき均等
償却(３年)してい
る。 

 (4) 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
いる。 

(4) 重要な引当金の計上基
準 

 ① 貸倒引当金 
同左 

(4) 重要な引当金の計上基
準 

 ① 貸倒引当金 
同左 
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項目 
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 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当中間

連結会計期間末にお

ける退職給付債務及

び年金資産の見込額

に基づき計上してい

る。 

   なお、会計基準変更

時差異(1,221,014千

円)については、15

年による按分額を費

用処理している。 

 ② 退職給付引当金 

同左 

 ② 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

づき計上している。

   なお、会計基準変更

時差異(1,221,014千

円)については、15

年による按分額を費

用処理している。 

  ③ 役員退職給与引当金

   当社は役員退職金の

支払に備えるため中

間期末役員退職慰労

金支給見込額を基礎

とする現価額(70％)

を計上している。 

   また、一部の連結子

会社については、役

員の退職慰労金の支

払に備えるため、内

規に基づく中間期末

の基準額を計上して

いる。 

 ③ 役員退職給与引当金

同左 

 ③ 役員退職給与引当金

   当社は役員退職金の

支払に備えるため期

末役員退職慰労金支

給見込額を基礎とす

る現価額(70％)を計

上している。 

   また、一部の連結子

会社については、役

員の退職慰労金の支

払に備えるため、内

規に基づく期末の基

準額を計上してい

る。 

 (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

ている。 

(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) その他中間連結財務諸

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

抜方式によってい

る。 

(6) その他中間連結財務諸

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) その他連結財務諸表作

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 
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項目 
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) 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 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

期投資からなる。 

同左 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

投資からなる。 

 
会計方針の変更 

 
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

関する会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号）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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用している。これによ

る損益に与える影響はない。なお、

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は12,674,341千円である。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成してい

る。 

――――― 

 

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) 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」のうち、「短期

借入れによる収入」（当中間連結会計期間560,397千円）、

「短期借入金の返済による支出」（当中間連結会計期間

△473,262千円）は、従来、総額表示していたが、当中

間連結会計期間より「短期借入金の増減額」として純額

表示している。 

――――― 
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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、19,354,441千円である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、19,690,182千円である。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、19,504,293千円である。

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりである。 

   工場財団組成分 

建物及び 
構築物 

2,129,618千円

機械装置 
及び運搬具 

3,160,045千円

工具器具 
及び備品 

5,658千円

土地 83,144千円

計 5,378,466千円

   工場財団組成外分 

定期預金 40,991千円

建物及び 
構築物 

732,767千円

土地 1,681,971千円

投資 
有価証券 

1,182,460千円

計 3,638,190千円

   担保に対応する債務 

短期借入金 2,205,000千円

１年以内 
返済 
長期借入金 

465,645千円

長期借入金 435,392千円

保証債務 71,297千円

割引手形 1,880千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりである。 

   工場財団組成分 

建物及び 
構築物 

2,086,195千円

機械装置 
及び運搬具

3,234,334千円

工具器具 
及び備品 

5,433千円

土地 82,826千円

計 5,408,789千円

   工場財団組成外分 

建物及び 
構築物 

698,011千円

土地 1,594,220千円

投資 
有価証券 

929,818千円

計 3,222,050千円

   担保に対応する債務 

短期借入金 2,056,911千円

長期借入金 262,453千円

保証債務 54,292千円

割引手形 16,210千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりである。 

   工場財団組成分 

建物及び 
構築物 

2,119,566千円

機械装置 
及び運搬具 

3,225,679千円

工具器具 
及び備品 

5,545千円

土地 83,144千円

計 5,433,935千円

   工場財団組成外分 

建物及び 
構築物 

716,491千円

土地 1,681,971千円

投資 
有価証券 

1,029,897千円

計 3,428,359千円

   担保に対応する債務 

短期借入金 1,925,804千円

長期借入金 276,336千円

保証債務 58,697千円
 

 ３ 保証債務 

保証先 
金額 
(千円) 

保証の内容 

北興商事㈱ 57,982 銀行借入 

従業員 13,314 銀行借入 

計 71,297 ― 
 

 ３ 保証債務 

保証先 
金額 
(千円)

保証の内容

北興商事㈱ 49,755 銀行借入

従業員 4,536 銀行借入

計 54,292 ― 
 

 ３ 保証債務 

保証先 
金額 
(千円) 

保証の内容

北興商事㈱ 53,896 銀行借入

従業員 4,800 銀行借入

計 58,697 ― 
 

４ 
 

受取手形 
割引高 

17,833千円
 

４ 
 

受取手形 
割引高 

16,767千円
 

４
 

受取手形 
割引高 

7,640千円
 

※５ 固定化営業債権 

   財務諸表等規則第32条第１項

第10号の債権である。 

※５ 固定化営業債権 

同左 

 

※５ 固定化営業債権 

同左 
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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) 

――――― ※６ 当中間連結会計期間末日は、

金融機関の休日であるが、満

期日に決済が行われたものと

して処理している。中間連結

会計期間末残高から除かれて

いる中間連結会計期間末日満

期手形は、次のとおりである。

受取手形 1,410,919千円

支払手形 244,774千円

設備購入 
支払手形 

53,386千円
 

――――― 
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(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
主要な費目と金額は、次のと
おりである。 

出荷費 641,205千円

給与手当 121,810千円

貸倒引当金 
繰入額 

2,696千円

役員退職給与 
引当金繰入額 

8,195千円

退職給付費用 11,530千円

公租公課 25,094千円

減価償却費 13,344千円

試験研究費 1,046千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち
主要な費目と金額は、次のと
おりである。 

出荷費 678,099千円

給与手当 113,031千円

貸倒引当金 
繰入額 

7,873千円

役員退職給与
引当金繰入額

10,404千円

退職給付費用 16,282千円

公租公課 26,336千円

減価償却費 14,223千円

試験研究費 3,984千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち
主要な費目と金額は、次のと
おりである。 

出荷費 1,328,578千円

給与手当 230,817千円

役員退職給与 
引当金繰入額 

15,825千円

退職給付費用 26,664千円

公租公課 47,384千円

減価償却費 26,604千円

試験研究費 10,319千円
 

※２    ――――― 
 
 

 

※２    ――――― 
 
 

 

※２ 前期損益修正益の内訳は、次
のとおりである。 
品質補償費戻
入額 

66,817千円

その他 16,986千円

計 83,804千円
 

※３    ――――― 
 
 

※３ 固定資産売却益の内訳は、次
のとおりである。 
機械装置及び
運搬具 

109千円

土地 9,162千円

計 9,272千円
 

※３    ――――― 
 
 
 

※４ その他の内訳は、次のとおり
である。 
保証債務 
戻入額 

3千円

その他 7,133千円

計 7,137千円
 

※４ その他の内訳は、次のとおり
である。 
貸倒引当金 
戻入額 

1,192千円

その他 273千円

計 1,466千円
 

※４ その他の内訳は、次のとおり
である。 
保証債務 
戻入額 

3千円
 

※５    ――――― ※５ 固定資産売却損の内訳は、次
のとおりである。 
工具器具及び
備品 

1,327千円
 

※５ 固定資産売却損の内訳は、次
のとおりである。 
機械装置及び 
運搬具 

5,449千円
 

※６    ――――― ※６ 減損損失 

   当社グループは、事業及び製
造工程の関連性により資産
をグルーピングしており、以
下の資産グループについて、
地価の著しい下落等の理由
により、帳簿価額を回収可能
価額まで減損処理した。な
お、回収可能価額は正味売却
価額を用い、固定資産税評価
額に合理的な調整を加える
方法等により算定している。

用途 種類 場所 減損金額 

遊休資産 土地 
新潟県

長岡市
88,461千円

 

※６    ――――― 
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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) 

※７ 固定資産除却損の内訳は、次
のとおりである。 

建物及び 

構築物 
5,002千円

機械装置及び 
運搬具 

38,065千円

工具器具及び 
備品 

4,903千円

計 47,971千円
 

※７ 固定資産除却損の内訳は、次
のとおりである。 

建物及び 

構築物 
7,284千円

機械装置及び
運搬具 

37,170千円

工具器具及び
備品 

7,166千円

計 51,621千円
 

※７ 固定資産除却損の内訳は、次
のとおりである。 

建物及び 

構築物 
10,210千円

機械装置及び 
運搬具 

59,519千円

工具器具及び 
備品 

10,205千円

計 79,935千円
 

 
 

(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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 19,970,000 ― ― 19,970,000
 
（変動事由の概要） 

該当事項なし。 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 26,084 2,873 ― 28,957
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りである。 

 単元未満株式の買取りによる増加 2,873株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項なし。 
 

４ 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27日 
定時株主総会 

普通株式 139,607 7.00 平成18年３月31日 平成18年６月28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当中間連結会計期間後とな

るもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
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11月16日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 69,793 3.50 平成18年９月30日 平成18年12月８日
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(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 

平成17年９月30日 

現金及び預金勘定 2,871,882千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△118,091 

現金及び 
現金同等物 

2,753,790 
 

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 

平成18年９月30日

現金及び預金勘定 3,525,115千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△107,100 

現金及び 
現金同等物 

3,418,015 
 

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18年３月31日

現金及び預金勘定 3,434,411千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△118,092 

現金及び 
現金同等物 

3,316,318 

  
 
 

(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略している。 

 
 

(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末)(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

株式 875,358千円 1,652,538千円 777,179千円 

計 875,358千円 1,652,538千円 777,179千円 

 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 
非上場株式 

 
31,444千円 

  

計 31,444千円   

 
 

(当中間連結会計期間末)(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

株式 902,266千円 1,723,246千円 820,980千円 

計 902,266千円 1,723,246千円 820,980千円 

 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 
非上場株式 

 
13,465千円 

  

計 13,465千円   

（注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価評価されていない株式について2,979千円
減損処理を行っている。 
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(前連結会計年度末)(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

株式 887,174千円 1,978,940千円 1,091,765千円 

計 887,174千円 1,978,940千円 1,091,765千円 

 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 
非上場株式 

 
31,444千円 

  

計 31,444千円   

 
 

(デリバティブ取引関係) 

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) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はない。 

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) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はない。 

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) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はない。 
 

(ストック・オプション等関係) 

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) 

該当事項はない。 
 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日) 

事業の種類は「鉄鋼事業」の単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

している。 

当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日) 

事業の種類は「鉄鋼事業」の単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

している。 

前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日) 

事業の種類は「鉄鋼事業」の単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

している。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日) 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないために記載を省略している。 

当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日) 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないために記載を省略している。 

前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日) 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないために記載を省略している。 
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【海外売上高】 

前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略している。 

当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略している。 

前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略している。 

 

(企業結合等関係) 

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) 

該当事項はない。 

 
(１株当たり情報) 

 
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) 

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株当たり純資産額 570.95円

 

１株当たり純資産額 635.59円

 

１株当たり純資産額 619.81円

 

１株当たり中間純利益 48.71円

 

１株当たり中間純利益 31.67円

 

１株当たり当期純利益 87.44円

 
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

がないため記載していない。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため記載していない。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

がないため記載していない。 

１株当たり中間純利益の算定上の基

礎 

中間連結損益 
計算書上の中間 
純利益 

971,590千円 

普通株式に係る 
中間純利益 

971,590千円 

普通株主に帰属 
しない金額の 
主要な内訳 

該当事項なし。 

普通株式の 
期中平均株式数 19,947,627株 
 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

中間連結貸借対照表の純資産
の部の合計額 

12,744,814千円

普通株式に係る純資産額 
       12,674,341千円

差額の主要な内訳 
 少数株主持分 
         70,472千円
１株当たり純資産の算定に用
いられた普通株式の数 

        19,941,043株
 

１株当たり当期純利益の算定上の基

礎 

連結損益計算書上の当期純利益 
1,764,108千円

普通株式に係る当期純利益 
         1,744,108千円

普通株主に帰属しない金額の主要
な内訳 
 利益処分による役員賞与金 
           20,000千円
普通株式の期中平均株式数 

          19,946,109株
 

 ２ １株当たり中間純利益 

中間連結損益計算書上の中間
純利益 

631,619千円

普通株式に係る中間純利益 
        631,619千円

普通株主に帰属しない金額の
主要な内訳 
 該当事項なし。 
普通株式の期中平均株式数 

        19,942,679株
 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項なし。 

 

(2) 【その他】 

該当事項なし。
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５．生産、受注及び販売の状況 
(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 
 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

鉄鋼 8,866,633 111.0 

(注) １ 金額は製造原価による。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

 

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における鉄鋼事業の受注実績を示すと、次のとおりである。 
 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

鉄鋼 12,252,409 112.8 2,767,030 114.7 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

鉄鋼 11,353,957 102.0 

(注) １ 当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりである。 

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

伊藤忠丸紅テク 
ノスチール㈱ 

3,153,169 28.3 2,883,169 25.4 

阪和興業㈱ 1,158,771 10.4 1,380,046 12.2 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 
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