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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 2,019 ( 21.1) △177 (　 －) △180 (　 －)

17年 9月中間期 1,667 (△9.9) △201 (　 －) △194 (　 －)

18年 3月期 3,890 △230 △219

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 △169 ( 　－) △26 33

17年 9月中間期 △690 ( 　－) △107 14

18年 3月期 △830 △128 88

（注）①期中平均株式数 18年 9月中間期 6,445,760株 17年 9月中間期 6,445,760株 18年 3月期 6,445,760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であります。

(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 5,361 1,986 37.1 308 22

17年 9月中間期 5,371 2,276 42.4 353 22

18年 3月期 5,251 2,192 41.7 340 08

（注）①期末発行済株式数 18年 9月中間期 6,445,760株 17年 9月中間期 6,445,760株 18年 3月期 6,445,760株

②期末自己株式数 18年 9月中間期  181,600株 17年 9月中間期 181,600株 18年 3月期 181,600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 4,515  12  20  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　3 円　10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  －  －  －

19年3月期（実績）  －  －   

19年3月期（予想）  －  －   

※　上記に記載した予想数値は、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通期の見通しを参照して下さい。
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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）
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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  219,810   299,684   37,462   

２．受取手形  574,978   158,003   328,255   

３．売掛金  640,436   941,977   902,508   

４．たな卸資産  316,164   328,151   333,550   

５．繰延税金資産  3,504   －   －   

６．その他  94,550   39,608   64,132   

７．貸倒引当金  △9,967   △3,140   △13,803   

流動資産合計   1,839,477 34.3  1,764,285 32.9  1,652,106 31.5

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物 ※２ 635,934   612,529   622,301   

２．機械装置  207,943   211,308   195,797   

３．土地 ※２ 1,606,379   1,606,379   1,606,379   

４．その他  122,185   109,123   115,479   

有形固定資産合計   2,572,443   2,539,339   2,539,957  

(2）無形固定資産   5,447   29,488   28,204  

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  615,670   394,124   554,303   

２．関係会社長期貸
付金

 474,470   673,000   548,000   

３．その他  326,654   468,197   435,512   

４．貸倒引当金  △435,268   △507,715   △507,497   

５．投資損失引当金  △28,000   －   －   

投資その他の資産
合計

  953,525   1,027,605   1,030,318  

固定資産合計   3,531,417 65.7  3,596,434 67.1  3,598,480 68.5

Ⅲ　繰延資産           

１．社債発行費  1,075   358   716   

繰延資産合計   1,075 0.0  358 0.0  716 0.0

資産合計   5,371,969 100.0  5,361,078 100.0  5,251,304 100.0
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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）

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  205,371   181,111   276,870   

２．買掛金  128,314   213,380   154,948   

３．短期借入金  100,000   100,000   100,000   

４．１年以内返済予定
長期借入金

※２ 329,406   483,804   376,398   

５．１年以内償還予定
社債

※２ 57,000   157,000   57,000   

６．未払法人税等  6,095   5,731   8,634   

７．賞与引当金  71,526   57,535   56,218   

８．その他  260,125   291,785   297,742   

流動負債合計   1,157,840 21.5  1,490,348 27.8  1,327,814 25.3

Ⅱ　固定負債           

１．社債 ※２ 186,500   29,500   158,000   

２．長期借入金 ※２ 715,508   832,412   510,200   

３．再評価に係る繰延
税金負債

 282,416   282,416   282,416   

４．繰延税金負債  65,875   79,401   103,871   

５．退職給付引当金  450,619   424,714   441,831   

６．役員退職慰労引当
金

 229,300   231,300   229,400   

７．その他  7,129   4,295   5,712   

固定負債合計   1,937,348 36.1  1,884,038 35.1  1,731,432 33.0

負債合計   3,095,189 57.6  3,374,386 62.9  3,059,246 58.3
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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）

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

（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   770,958 14.3  － －  770,958 14.7

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  736,261   －   736,261   

資本剰余金合計   736,261 13.7  － －  736,261 14.0

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  108,300   －   108,300   

２．任意積立金  1,295,000   －   1,295,000   

３．中間（当期）未処理

損失
 1,098,814   －   1,238,919   

利益剰余金合計   304,485 5.7  － －  164,380 3.1

Ⅳ　土地再評価差額金   406,403 7.6  － －  406,403 7.7

Ⅴ　その他有価証券評価差

額金
  96,020 1.8  － －  151,404 2.9

Ⅵ　自己株式   △37,349 △0.7  － －  △37,349 △0.7

資本合計   2,276,779 42.4  － －  2,192,057 41.7

負債資本合計   5,371,969 100.0  －   5,251,304 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本        

１．資本金    770,958 14.4   

２．資本剰余金  

(1) 資本準備金  236,261  

(2) その他資本剰余金  500,000  

資本剰余金合計   736,261 13.7   

３．利益剰余金  

(1) 利益準備金  108,300  

(2) その他利益剰余金  △113,616  

別途積立金  5,000  

繰越利益剰余金  △118,616  

利益剰余金合計    △5,316 △0.1   

４．自己株式    △37,349 △0.7   

株主資本合計    1,464,553 27.3   

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評価

差額金
  115,735 2.2   

２．土地再評価差額金   406,403 7.6   

評価・換算差額等合計   522,139 9.8   

純資産合計   1,986,692 37.1   

負債純資産合計   5,361,078 100.0   
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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）

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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,667,584 100.0  2,019,377 100.0  3,890,019 100.0

Ⅱ　売上原価   1,541,712 92.5  1,875,638 92.9  3,454,800 88.8

売上総利益   125,872 7.5  143,739 7.1  435,219 11.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  327,012 19.6  321,511 15.9  665,224 17.1

営業損失   201,140 12.1  177,772 8.8  230,005 5.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  19,704 1.2  14,283 0.7  40,114 1.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  13,098 0.8  17,338 0.9  29,517 0.7

経常損失   194,533 11.7  180,826 9.0  219,407 5.6

Ⅵ　特別利益 ※３  12,727 0.8  23,198 1.2  10,634 0.2

Ⅶ　特別損失 ※4,7  600,380 36.0  16,838 0.8  707,208 18.2

税引前中間純損失
又は税引前当期純
損失

  782,186 46.9  174,467 8.6  915,981 23.6

法人税、住民税及
び事業税

 2,806   2,833   5,613   

過年度法人税等戻
入益

 －   △7,603   －   

法人税等調整額  △94,365 △91,558 △5.5 － △4,770 △0.2 △90,861 △85,248 △2.2

中間純損失又は当
期純損失

  690,627 41.4  169,696 8.4  830,733 21.4

前期繰越利益   95,292   －   95,292  

再評価差額金取崩
額

  503,478   －   503,478  

中間(当期)未処理
損失

  1,098,814   －   1,238,919  
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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

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
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
770,958 736,261 － 736,261 108,300 1,295,000 △1,238,919 164,380 △37,349 1,634,250

中間会計期間中の変動額

資本準備金の取崩  △500,000 500,000 －    －  －

別途積立金の取崩      △1,290,000 1,290,000 －  －

中間純損失(△)       △169,696 △169,696  △169,696

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）
－ △500,000 500,000 － － △1,290,000 1,120,304 △169,696 － △169,696

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　 （千円）
770,958 236,261 500,000 736,261 108,300 5,000 △118,616 △5,316 △37,349 1,464,553

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
 差額等合計 

 

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
151,404 406,403 557,807 2,192,057

中間会計期間中の変動額

資本準備金の取崩    － 

別途積立金の取崩    －

中間純損失(△)    △169,696

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△35,669 － △35,669 △35,669

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 　（千円）
△35,669 － △35,669 △205,365

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 　（千円）
115,735 406,403 522,138 1,986,692
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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

項目
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

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

 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）

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）

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）

 時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

製品

　個別法による原価法

原材料（亜鉛・亜鉛合金）

　後入先出法による低価法

原材料（その他）

　総平均法による原価法

貯蔵品

　最終仕入原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）

　定額法

建物以外の有形固定資産

　定率法

　なお、耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　　7～50年

機械装置　　　　　　　7年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能

期間(５年)に基づく定額法、それ

以外の無形固定資産については、

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．繰延資産の処理方法 社債発行費

商法の規定に基づき３年間で均等

償却しております。

社債発行費

旧商法の規定に基づき３年間で均

等償却しております。

社債発行費

同左

４．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

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しており

ます。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左
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項目
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）

 (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

（10年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

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

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

 (5）投資損失引当金

　子会社への投資に対する損失に

備えるため、その資産内容を勘案

して損失見込額を計上しておりま

す。

――――― ―――――

５．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。

同左 同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示しており

ます。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成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）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会、平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税引

前中間純損失は 577,457千円増加して

おります。

 　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会、平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税引前

当期純損失は577,457千円増加してお

ります。

 　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。

 ――――― (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1,986百万円であります。

　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、

中間財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間財務諸表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 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

         3,323,243千円      3,370,800千円         3,365,817 千円

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※２．担保資産

（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）

建物  275,033千円

土地   959,029

計 1,234,063

建物  336,507千円

土地 1,354,143

計 1,690,650

建物 269,485千円

土地 959,029

計 1,228,515

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

１年以内返済
予定長期借入
金

 329,406千円

１年以内償還
予定社債

57,000

社債 86,500

長期借入金     715,508

計 1,188,414

１年以内返済
予定長期借入
金

  483,804千円

１年以内償還
予定社債

57,000

社債 29,500

長期借入金 832,412

計 1,402,716

１年以内返済
予定長期借入
金

  376,398千円

１年以内償還
予定社債

    57,000

社債 58,000

長期借入金   510,200

計 1,001,598

　３．偶発債務

金融機関からの借入金及び割引

手形残高に対する保証

関係会社

　３．偶発債務

金融機関からの借入金及び割引

手形残高に対する保証

関係会社

　３．偶発債務

金融機関からの借入金及び割引

手形残高に対する保証

関係会社

秋田ガルバー
㈱

  329,701千円

  

秋田ガルバー
㈱

240,038千円

  

秋田ガルバー
㈱

  281,261千円

  

４．　　――――――― ４．受取手形割引高 ４．受取手形割引高

       453,790千円  371,536千円
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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    3,796千円

受取配当金  4,642千円

技術指導料    7,485千円

受取利息    5,153千円

受取配当金 5,843千円

受取利息 7,655千円

受取配当金 6,141千円

技術指導料 17,507千円

※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    9,498千円 支払利息 11,661千円 支払利息 17,792千円

※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

貸倒引当金戻入
額

   7,796千円

賞与引当金戻入
額

4,524千円 

貸倒引当金戻入
額

11,617千円

投資有価証券売
却益

12,332千円

貸倒引当金戻入
額

4,505千円

賞与引当金戻入
益

4,524千円 

投資有価証券売
却益

1,604千円

※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

固定資産除却損 4,679千円

貸倒引当金繰入

額

18,244千円

減損損失 577,457千円 

固定資産除却損  7,061千円

投資有価証券評

価損

9,296千円

固定資産除却損 7,105千円

貸倒引当金繰入

額

122,646千円

減損損失 577,457千円 

 貸倒引当金繰入額は子会社に対

する貸付金に対し引当てたもの

であります。

   貸倒引当金繰入額は子会社に対

する貸付金に対し引当てたもので

あります。

　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   41,101千円

無形固定資産 321千円

有形固定資産 37,125千円

無形固定資産 496千円

有形固定資産   84,274千円

無形固定資産 636千円

　６．当社の売上高は、通常の営業の

形態として、上半期に比べ下半期

に受注する割合が大きいため，事

業年度の上半期の売上高と下半期

の売上高との間に著しい相違があ

り、上半期と下半期の業績に季節

的変動があります。

　６．　　　　同左 　６．　　──────
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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）

※７．減損損失

 当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類

 大阪府大阪

市西淀川区

大阪府堺市

等

 溶融亜鉛鍍

金事業

 建物、機械

装置、土地

等

 当社は管理会計上の区分に基づ

きグルーピングしております。

 当社の溶融亜鉛鍍金事業におい

ては需要の減少等により営業損益

が低迷しているため減損損失を認

識し、577,457千円を特別損失に

計上いたしました。その内訳は、

建物 144,483千円、機械装置 

45,314千円、土地 357,279千円及

びその他 30,381千円でありま

す。

 なお、当該資産の回収可能価額

は使用価値により測定しており、

将来キャッシュフローを３%で割

引いて算出しております。

※７．　　────── ※７．減損損失

 当事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損損

失を計上いたしました。

場所 用途 種類

大阪府大阪

市西淀川区
溶融亜鉛

めっき事業

建物、構築

物、機械装

置、工具器

具備品、土

地、等

大阪府堺市

西区　等

　　当社は管理会計上の区分に基づき

グルーピングしております。

当社の溶融亜鉛めっき事業におい

ては需要の減少等により営業損益

が低迷しているため減損損失を認

識し、577,457千円を特別損失に

計上いたしました。その内訳は、

建物　144,483千円、構築物　

15,623千円、機械装置　45,314千

円、工具器具備品　3,376千円、

土地　357,279千円及びその他　

11,382千円であります。

なお、当該資産の回収可能価額は

使用価値により測定しており、将

来キャッシュフローを３%で割引

いて算出しております。

 

　 (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 181 － － 181

 　　　　合計 181 － － 181
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（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おります。
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（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で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（その他）

 （前中間会計期間）

　　　平成14年5月に発生いたしました堺工場のめっき槽にかかわる設備工事事故につきましては、約２年半にわたって

めっき槽製作会社と協議してまいりましたが合意が得られず、平成17年１月７日大阪地方裁判所に約３億６千万円

の損害賠償訴訟を提起し、全力を挙げて争っております。

 （当中間会計期間）

　　　平成14年5月に発生いたしました堺工場のめっき槽にかかわる設備工事事故につきましては、約２年半にわたって

めっき槽製作会社と協議してまいりましたが合意が得られず、平成17年１月７日大阪地方裁判所に約３億６千万円

の損害賠償訴訟を提起し、全力を挙げて争っております。

 （前事業年度）

　　　平成14年5月に発生いたしました堺工場のめっき槽にかかわる設備工事事故につきましては、約２年半にわたって

めっき槽製作会社と協議してまいりましたが合意が得られず、平成17年１月７日大阪地方裁判所に約３億６千万円

の損害賠償訴訟を提起し、全力を挙げて争っております。
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