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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 48,925 △29.4 △1,232 ― △1,859 ― △1,703 ―

20年3月期 69,346 21.2 3,958 1.8 3,313 1.3 1,762 △2.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △25.43 ― △10.7 △2.9 △2.5

20年3月期 26.32 ― 10.4 4.8 5.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  1百万円 20年3月期  △1百万円

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

21年3月期 57,992 14,399 24.8 215.04
20年3月期 69,074 17,374 25.2 259.45

（参考） 自己資本   21年3月期  14,399百万円 20年3月期  17,374百万円

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

21年3月期 △910 △1,263 4,456 7,085
20年3月期 2,976 △2,542 576 4,907

2.  配当の状況 

（注）22年３月期の配当につきましては、現時点で未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 334 19.0 1.9
21年3月期 ― 2.50 ― 0.00 2.50 167 ― 1.2

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

19,200 △38.0 △1,400 ― △1,700 ― △1,100 ― △16.43

通期 40,800 △16.6 80 ― △530 ― △500 ― △7.47
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、20ページ「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」
をご参照下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」ご参照下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 67,000,000株 20年3月期 67,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  38,109株 20年3月期  33,287株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 39,914 △31.1 △1,510 ― △1,911 ― △1,622 ―

20年3月期 57,935 19.4 3,150 △2.6 2,644 △2.4 1,403 3.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △24.23 ―

20年3月期 20.96 ―

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

21年3月期 49,846 13,948 28.0 208.30
20年3月期 59,017 16,512 28.0 246.58

（参考） 自己資本 21年3月期  13,948百万円 20年3月期  16,512百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績見直し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在入手している情報に基づいて作成したものであり、多分に不確実
な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、今後様々な要因により異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料３ペ
ージの「１．経営成績」をご参照下さいさい。 
２．次期の配当につきましては、添付資料５ページ「１．経営成績（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期配当」に記載のとおり、現時点では未定と
なっております。配当予想金額が開示可能となり次第、速やかに開示いたします。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

15,000 △42.0 △1,500 ― △1,800 ― △1,100 ― △16.43

通期 33,100 △17.1 10 ― △490 ― △380 ― △5.67
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１．経営成績 

（１）連結経営成績に関する分析 

連結会計年度のわが国経済は、上半期は世界的な資源・エネルギー価格の高騰による物価の上昇がみられ影響が

懸念されましたが、経済全体としては小幅な縮小で推移いたしました。しかし米国のサブプライムローン問題に端

を発する金融不安による悪影響は昨年９月のいわゆるリーマンショックを境に加速し、世界的に経済は急激かつ大

幅に悪化いたしました。 

当業界におきましては、ニッケル価格相場の下落局面での製品価格先安感から顧客の買い控えが継続していたと

ころに「100年に一度」とも言われる世界的な景気悪化の影響を大きく受け、需要の減少及びそれに伴う在庫率の増

加もあり低操業度での運営をせざるを得ないまま期末を迎えることとなりました。 

このような状況下におきまして、当社グループは、競争力強化のための、さらなる徹底した製品の差別化を図り、

追随を許さない独自の生産技術と販売技術の開発向上を常に念頭におき活動を行いました。加えて期首より開始し

た全社的費用削減活動を下期にさらに強力に推し進めましたほか役員報酬の削減や雇用調整助成金制度も活用する

など収益確保に向けた活動に鋭意努めました。しかしながら、未曾有の景気悪化で需要の減退が著しく、販売数量

の大幅な減少に直面いたしました。また受注減少に伴う生産数量減少により製造原価が上昇するとともに、たな卸

資産の評価減（低価法の適用）を行わざるを得ない状況となり売上原価への影響を大きく受けることとなりました。

以上の環境のもと、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度と比べ204億２千万円（29.4％）減少の489億２

千５百万円となりました。また、損益面につきましては、経常損失が18億５千９百万円となり、当期純損失は17億

３百万円となりました。 

 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

① みがき帯鋼部門 

  みがき帯鋼部門におきましては、エネルギーや副資材の価格高騰による原価の上昇を抑えるため、費用の削減及

び生産効率の向上に努め、高付加価値製品の拡販に力を注ぎましたが、下半期の操業度の大幅な低下により収益は

大きく悪化いたしました。 

  冷間圧延ステンレス鋼帯の販売に関しましては、当社グループの独自商品を活かした販売強化を行い、またお客

様のご要望への実現対応したことにより、高付加価値製品生産比率を向上させることができました。しかしながら、

ニッケル価格の下落局面での販売価格先安を期待する顧客の買い控えが起きておりましたところでの世界的な景気

悪化により、主にデジタル家電向けや高級自動車用モール材料向け需要に大きな影響を与え、販売数量が大きく減

少いたしました。これらの結果、受注の確保に努めましたものの、需要の減少が大きく影響し、数量・金額ともに

前年同期と比べて大きく減少いたしました。 

  みがき特殊帯鋼の販売につきましても、自動車向需要の大きな落ち込みがあり、数量・金額共に減少いたしました。

  マグネシウム合金帯につきましては、新需要開拓のための海外を含めたプレゼンテーション活動を積極的に実施し

ましたが、現在の主要用途であるノートパソコン向けの数量の減少などで数量・金額ともに減少いたしました。 

  以上の結果、みがき帯鋼部門の売上高は、前連結会計年度と比べ181億９千万円（30.5％）減少の414億９百万円と

なり、営業利益では、前連結会計年度と比べ41億３千１百万円（94.2％）減少の２億５千６百万円となりました。 

 

② 加工品部門 

加工品部門におきましては、建築物向け製品の大きな落ち込みや自動車向けの精密細管の販売不振の影響により、

前年同期と比べ22億３千万円（22.9％）減少の75億１千５百万円となり、営業損益では、前連結会計年度と比べ11億

３千１百万円（130.2％）減少の２億６千２百万円の損失となりました。 

 

 

(次期の見通し) 

わが国経済は、底を打った感は出てきたものの円高傾向の為替相場による輸出環境の悪化がみられますことと、平

成 21 年度 GDP は５％程度のマイナス成長が予想されるなど、経済刺激政策は行われておりますが冷え込んだ消費者

のマインドが消費拡大に向かうのは容易ではないと考えられます。 

当業界におきましては、高騰した鉄鉱石、クロム鉱石及び石炭など主原材料や熱源の価格が一転下落し、高コスト

原料を抱えた中での販売数量減少に加え主原材料・熱源価格の低下を理由とする顧客の値下げ圧力もあり、当面厳し

い状況が続くものと思われます。 

通期の連結業績については、売上高 408 億円、営業利益８千万円、経常損失５億３千万円、当期純損失５億円、

また、個別業績については、売上高 331 億円、営業利益 1 千万円、経常損失４億９千万円、当期純損失３億８千万

円を予想しています。 
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ 110 億８千２百万円（16.0％）減少の 579 億９千２百万円

となりました。これは主に、米国発の金融危機を背景とした不況の影響を受けて、売上高が大きく減少した結果受取

手形及び売掛金は 100 億９千７百万円減少し、たな卸資産は 28 億２千１百万円の減少となり、また、株式相場の下落

に伴う時価評価減等により投資有価証券が 12 億６千万円の減少となったことによるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末と比べ 81 億８百万円（15.7％）減少の 435 億９千２百万円となりました。これは主

に、売上高の減少に伴い支払手形及び買掛金が 118 億３千５百万円減少したことによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ 29 億７千４百万円（17.1％）減少の 143 億９千９百万円となりました。これは

主に、当期純損失 17 億３百万円、配当金の支払３億３千４百万円、その他有価証券評価差額金６億３千７百万円の減

少、円高による為替換算調整勘定（海外子会社の純資産の為替換算等に係るもの）の２億９千８百万円の減少による

ものです。 

以上の結果、自己資本比率は 24.8％（前連結会計年度末 25.2％）となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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、営業活動による収支と投資

活動による収支を合わせると、21 億 7千 4百万円の支出(前期 4億 3千 3百万円の収入)となり、さらに、財務活動に

よる収支を加味すると、22 億 8 千 1 百万円の収入(前期 10 億 9 百万円の収入)となり、前連結会計年度末に比べ資金

は 21 億 7千 7 百万円(44.4%)の増加となり、当連結会計年度末には 70 億 8千 5百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、9 億 1 千万円の支出（前期 29 億 7 千 6 百万円の収

入）となりました。これは、税金等調整前当期純損失が 21 億 7百万円（前期 31 億 3千 3百万円の利益）、減価償却費

が 15 億 4千 1 百万円（前期 13 億 5 千 4百万円）であり、売上債権の減少による収入 98 億 2 千 2百万円、たな卸資産

の減少による収入 25 億円等の収入があった一方、仕入債務の減少による支出 113 億 4 千 6百万円と、法人税等の支払

額 5億 9千 1 百万円等の支出があったことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、12 億 6 千 3百万円の支出（前期 25 億 4千 2 百万円

の支出）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出があったこと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） 

  当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、44 億 5 千 6 百万円の収入（前期 5 億 7 千 6 百万円

の収入）となりました。これは、配当金支払額 3 億 2 千 5 百万円等による支出はあったものの、借入金の純増 47 億 9

千万円の収入によるものであります。 

 

（参考）当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 17 年 3月期 平成 18 年 3月期 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期 平成 21 年 3月期

自己資本比率(％) 22.8 24.8 23.7 25.2 24.8 

時価ベースの自己資本比

率 

(％) 

27.7 32.5 47.0 24.3 13.3 

債務償還年数(年) 5.5 18.3 6.4 7.7 － 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ(倍) 
7.6 3.2 9.4 7.7 － 

   

自己資本比率：（純資産－新株予約権－少数株主持分）／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の配当につきましては、安定的かつ継続的な利益の還元を行うことを基本方針とし、業績や経済情勢など  

を勘案し、収益の向上、財務体質の強化を図るとともに、安定的な配当水準の維持に努めております。 

当期の期末配当につきましては、下期における急激な業績悪化により、十分な剰余金の確保ができず、誠に遺憾な

がら、見送りとさせていただき、通期で１株につき２円 50 銭とさせていただくことといたしました。  

次期の配当につきましては、今後の経営環境も極めて不透明なことから、現時点では未定とさせていただきます。

配当予想金額が開示可能となり次第、速やかに開示いたします。 

 

 

 

（４）事業等のリスク 

 「経営成績」及び「財政状態」に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、

以下のようなものがあります。 

 なお、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生に備えての対策を講じていく予定であります。 

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

 
① 景気変動について 

当社グループの製品は、直接あるいは顧客のマルチメディアメーカー及び自動車メーカーを通じて間接的に、全世

界の様々な市場で販売されております。従って、日本、北米、欧州、アジア等の主要市場における景気後退などは当

社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

   

② 金利及び為替の変動について 

当社グループは、海外売上高比率が 15.7％で、顧客を通じたものを含めると相当な比率となり、また、在外子会社

の財務諸表は現地通貨建で作成されているため、為替変動の影響を受けます。さらに、当社グループは、金利変動の

影響を受ける可能性もあります。従って、急激な金利及び為替相場の変動等が、当社グループの業績及び財務状況に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 新製品開発について 

当社グループは、魅力ある新製品を開発するため、継続的な研究開発投資を積極的に行っております。しかしなが

ら、技術の急速な進歩や顧客ニーズの変化により、期待通りに新製品開発が進まない場合、将来の成長と収益性を低

下させ、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 価格競争について 

当社グループが属しているステンレス業界における価格競争は激化しており、当社グループは高付加価値製品への

特化を図っておりますが、一般市況品市場では価格競争の影響を受けております。また、ユーザーからのコストダウ

ン要請や競合会社の参入攻勢などのため、今後一層の価格下落が予想されます。当社グループは、グローバルな視点

での収益・コストの構造改革を進めておりますが、これら販売価格の下落が、当社グループの業績及び財務状況に悪

影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 海外販売に潜在するリスクについて 

当社グループは、販売の一部を中国やアジア諸国並びに欧米諸国に対して行っております。これらの海外市場への

販売には、1)予期しない法律または税制の変更、2)不利な政治または経済要因、3)テロ、戦争、その他の社会的混乱

等のリスクが常に内在されております。これらの事象が起これば、当社の事業の遂行に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

⑥ 主原料の供給体制について 

当社グループは、主原料をグループ外の企業から供給を受けております。これらの供給元企業が、災害等の事由に

より、当社グループの必要とする数量を予定通り供給できない場合、生産遅延、販売機会損失等が発生し、当社グル

ープの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦ 主原料の仕入価格の変動について 

当社グループが取扱う製品の主原料は、主にステンレス鋼でありますが、その中で特にニッケル系ステンレス鋼の

仕入価格は、ニッケルの国際市況の影響を受けております。従って、ニッケル市況高騰時の仕入価格上昇分を販売価

格に十分に転嫁できない可能性もあり、このような場合には、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可

能性があります。 

 

⑧ 製品の欠陥について 

当社グループは、厳格な品質管理基準にのっとり各種の製品を製造しております。しかし、すべての製品について

欠陥がなく、将来的にリコールが発生しないという保証はありません。また、製造物責任賠償保険に加入しておりま
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すが、この保険が 終的に負担する賠償額を十分にカバーできるという保証はありません。大規模なリコールや製造

物責任賠償につながるような製品の欠陥は、多額のコストや当社グループの評価に重大な影響を与え、それにより当

社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑨ 知的財産について 

当社グループは、研究開発等によって得られた成果については、特許、意匠及び商標等産業財産権によるか当社独

自技術(ノウハウ)として当該技術の保護・管理を図っております。しかし、特定の地域においては産業財産権による

保護が充分でなく、第三者が当社グループの知的財産を使用し類似製品を製造することを効果的に防止できない可能

性があります。また、当社グループの将来の製品または技術が、他社の産業財産権を侵害しているとされる可能性が

あります。 

     

⑩ 公的規制について 

当社グループは、事業展開する各国において、事業・投資の許可、関税をはじめとする輸出入規制等、様々な政府

規制・法規制の適用を受けております。これらの規制を遵守できなかった場合、当社グループの事業活動が制限され、

コストの増加につながる可能性があります。従って、これらの規制は当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及

ぼす可能性があります。 

 

⑪ 災害時のリスクについて 

当社グループでは、地震を含めた防災対策を徹底しており、過去の災害発生時にも事業への影響を 小限に止めた

実績があります。しかし、想定を超える大規模な災害が発生した場合には、停電またはその他の中断事象による影響

を完全に防止または軽減できない可能性があります。 

  

⑫ 人材の確保について 

新技術及び新商品の開発及び製造には、有能な技術者及び熟練技術者の確保が重要であります。当社グループでは、

有能な技術者の確保に注力し、また熟練技術者の育成を図っておりますが、有能な人材確保及び育成を継続できない

場合、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑬ 退職給付債務について 

当社グループの退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待収益率に基づいて算

出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、将来期間において認識

される費用及び債務に影響を及ぼし、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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2．企業集団等の概況 

    当社の企業集団は、当社と子会社６社及び関連会社１社で構成されており、冷間圧延ステンレス鋼帯、みがき特殊帯

鋼及び加工品の製造、販売のほか、これらに付帯する事業を営んでおります。当社グループ（当社、連結子会社及び持

分法適用会社）の事業に係わる位置づけは、次のとおりであります。 

 
 

事  業  の  系  統  図 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※持分法適用会社 

 

 

（注）前連結会計年度まで連結子会社であった日鈞鋼鉄（上海）有限公司は、平成 20 年４月 16 日付で清算を結了して

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

外 

注 

加 

工 

製      

品 

得    意    先 

 
連結子会社 
 NIPPON KINZOKU 
(THAILAND)CO.,LTD. 

  

連結子会社 
日金スチール㈱ 
 NIPPON KINZOKU 
(SINGAPORE)PTE.LTD.
㈱セフ 

当          社 

み が き 帯 鋼 加    工    品 

関連会社 
※播磨電子㈱ 

製 

品 

連結子会社 
日金電磁工業㈱ 

連結子会社 
 日金精整ﾃｸﾆｯｸｽ㈱ 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針  

当社グループは、 

① 社会との共生、地球環境の保護に努め、社会的責任を果たします。 

② 「象の歩む道」には踏み込まず、付加価値の高い製品で社会に貢献します。 

③ 技術の向上と革新を継続し、品質とサービスで、お客様のマインド・シェア No.1 を目指します 

④ 社員の個性を尊重し、自由闊達な風土のもと、活力ある会社を目指します。 

以上の経営方針のもと、いかなる環境の変化にも耐え得る個性的な企業体質の構築に努めます。 

 
 
 

（２）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、低成長下でも外部経済環境の影響を受けにくい強い企業体質の構築を目指して、高付加価値製品

への特化、新製品・新用途の開発への積極的な取り組み、財務体質の強化を基本課題と認識し、高収益体質を構築し

継続的発展を果たす所存であります。 

 
 
 

（３）会社の対処すべき課題 

米国の金融危機に端を発した「100 年に一度」と言われる世界経済の悪化のなか、当面厳しい状況が続くものと思

われます。 

この非常事態を乗り切り早期に損益を回復させるべく人件費の削減を含む徹底したコスト改善並びに将来計画の

構築及びそのための事業改革の実行を目的とするプロジェクトを発足し事業の継続性をより確かなものにしてまい

ります。 

また、お客様のニーズに素早く対応するための生産技術及び販売技術の更なる向上に努めつつ当社グループの独自

技術を駆使して徹底した差別化を継続し、当社の総合技術でお客様にご満足いただきマインドシェア No.1 となるべ

く、サービス全般を含めた質の向上を常に意識して活動いたします。 

今後とも長期的視点に立った適時適切な施策を役職員一丸となって常にスピードを意識しながら継続し、新しい価

値の創造を推進し、広く社会に貢献して企業価値の 大化を図り、いかなる環境の変化にも耐え得る個性的な企業体

質の構築に努めてまいります。 

 

 
 

（４）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,091 7,250

受取手形及び売掛金 17,308 7,210

たな卸資産 11,503 －

商品及び製品 － 4,941

仕掛品 － 2,775

原材料及び貯蔵品 － 963

繰延税金資産 513 558

その他 400 875

貸倒引当金 △106 △24

流動資産合計 34,709 24,551

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,080 4,769

機械装置及び運搬具（純額） 5,943 7,502

土地 16,701 16,632

建設仮勘定 1,957 139

その他（純額） 566 566

有形固定資産合計 30,248 29,610

無形固定資産 139 357

投資その他の資産   

投資有価証券 2,903 1,642

長期貸付金 108 58

繰延税金資産 558 1,423

その他 466 417

貸倒引当金 △60 △69

投資その他の資産合計 3,976 3,472

固定資産合計 34,365 33,440

資産合計 69,074 57,992
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,563 7,728

短期借入金 11,591 13,817

リース債務 － 10

未払法人税等 293 35

繰延税金負債 － 32

賞与引当金 496 313

その他 2,399 1,955

流動負債合計 34,343 23,893

固定負債   

長期借入金 10,716 13,280

リース債務 － 33

繰延税金負債 32 38

退職給付引当金 2,416 2,210

再評価に係る繰延税金負債 4,035 4,035

負ののれん 1 0

その他 154 99

固定負債合計 17,356 19,699

負債合計 51,700 43,592

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,857 6,857

資本剰余金 986 986

利益剰余金 3,793 1,750

自己株式 △6 △7

株主資本合計 11,629 9,585

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 711 74

土地再評価差額金 4,850 4,855

為替換算調整勘定 182 △116

評価・換算差額等合計 5,744 4,813

純資産合計 17,374 14,399

負債純資産合計 69,074 57,992
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(2)【連結損益計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

売上高 69,346 48,925

売上原価 58,914 44,194

売上総利益 10,431 4,731

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 1,196 1,005

役員報酬及び給料手当 2,719 2,630

賞与引当金繰入額 139 128

退職給付費用 163 195

減価償却費 181 201

その他 2,071 1,802

販売費及び一般管理費合計 6,472 5,963

営業利益又は営業損失（△） 3,958 △1,232

営業外収益   

受取利息 9 6

受取配当金 60 68

受取賃貸料 70 70

持分法による投資利益 － 1

スクラップ売却収入 76 31

債務勘定整理益 － 26

その他 51 36

営業外収益合計 268 241

営業外費用   

支払利息 365 327

賃貸費用 15 20

退職給付費用 322 304

持分法による投資損失 1 －

為替差損 101 101

その他 107 115

営業外費用合計 913 868

経常利益又は経常損失（△） 3,313 △1,859

特別利益   

固定資産売却益 6 －

貸倒引当金戻入額 19 71

ゴルフ会員権売却益 3 －

特別利益合計 29 71
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 0 6

固定資産除却損 156 55

減損損失 － 45

投資有価証券評価損 16 205

ゴルフ会員権評価損 33 －

貸倒損失 3 6

特別損失合計 209 319

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

3,133 △2,107

法人税、住民税及び事業税 853 34

法人税等調整額 517 △438

法人税等合計 1,370 △404

当期純利益又は当期純損失（△） 1,762 △1,703
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,857 6,857

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,857 6,857

資本剰余金   

前期末残高 986 986

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 986 986

利益剰余金   

前期末残高 2,365 3,793

当期変動額   

剰余金の配当 △334 △334

当期純利益 1,762 △1,703

土地再評価差額金の取崩 － △4

当期変動額合計 1,427 △2,042

当期末残高 3,793 1,750

自己株式   

前期末残高 △4 △6

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △6 △7

株主資本合計   

前期末残高 10,203 11,629

当期変動額   

剰余金の配当 △334 △334

当期純利益 1,762 △1,703

自己株式の取得 △1 △1

土地再評価差額金の取崩 － △4

当期変動額合計 1,425 △2,043

当期末残高 11,629 9,585
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,401 711

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △690 △637

当期変動額合計 △690 △637

当期末残高 711 74

土地再評価差額金   

前期末残高 4,850 4,850

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 － 4

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － 4

当期末残高 4,850 4,855

為替換算調整勘定   

前期末残高 94 182

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 87 △298

当期変動額合計 87 △298

当期末残高 182 △116

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,347 5,744

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 － 4

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △602 △935

当期変動額合計 △602 △930

当期末残高 5,744 4,813

純資産合計   

前期末残高 16,551 17,374

当期変動額   

剰余金の配当 △334 △334

当期純利益 1,762 △1,703

自己株式の取得 △1 △1

土地再評価差額金の取崩 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △602 △935

当期変動額合計 823 △2,974

当期末残高 17,374 14,399
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,133 △2,107

減価償却費 1,354 1,541

減損損失 － 45

長期前払費用償却額 36 37

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25 △72

賞与引当金の増減額（△は減少） △0 △183

退職給付引当金の増減額（△は減少） △287 △201

受取利息及び受取配当金 △70 △75

支払利息 365 327

為替差損益（△は益） 41 54

持分法による投資損益（△は益） 1 △1

有形固定資産売却損益（△は益） △6 6

有形固定資産除却損 156 55

投資有価証券評価損益（△は益） － 205

ゴルフ会員権評価損 33 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,794 9,822

たな卸資産の増減額（△は増加） △336 2,500

仕入債務の増減額（△は減少） △869 △11,346

その他 △286 △673

小計 5,035 △63

利息及び配当金の受取額 66 79

利息の支払額 △384 △335

法人税等の支払額 △1,740 △591

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,976 △910

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,548 △1,076

有形固定資産の売却による収入 18 18

投資有価証券の取得による支出 △135 △17

投資有価証券の売却による収入 0 2

貸付けによる支出 △21 △10

長期貸付金の回収による収入 89 65

その他 54 △244

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,542 △1,263
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,972 943

長期借入れによる収入 5,000 8,200

長期借入金の返済による支出 △6,075 △4,353

長期未払金の増加による収入 15 －

長期未払金の返済による支出 △10 △2

リース債務の返済による支出 － △5

配当金の支払額 △324 △325

自己株式の増減額（△は増加） △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 576 4,456

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 △103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,001 2,177

現金及び現金同等物の期首残高 3,905 4,907

現金及び現金同等物の期末残高 4,907 7,085
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(5)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  該当事項はありません。 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 

自 平成 19 年 4 月 1 日 

至 平成 20 年 3 月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 子会社は全て連結しております。 

      連結子会社数  7 社 

      主要な連結子会社の名称 

      日金スチ－ル(株)、日金電磁工業(株)、日金精整テ

クニックス(株)  

 
 
 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 子会社は全て連結しております。 

      連結子会社数  6 社 

      主要な連結子会社の名称 

      日金スチ－ル(株)、日金電磁工業(株)、日金精整テ

クニックス(株)  

 
なお、前連結会計年度まで連結子会社であった日鈞

鋼鉄（上海）有限公司は、平成 20 年４月 16 日付で

清算を結了しております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社の数及び会社名 

    ①  関連会社数  1 社 

    ②  関連会社名 

     播磨電子(株) 

      

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社の数及び会社名 

    ①  関連会社数  1 社 

    ②  関連会社名 

     播磨電子(株) 

    

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

     

決算日が連結決算日と異なる場合の内容等 

       NIPPON KINZOKU (SINGAPORE) PTE.LTD. 、 NIPPON 

KINZOKU (THAILAND) CO., Ltd.及び日鈞鋼鉄（上海）

有限公司同の決算日は、12 月 31 日であります。連結財

務諸表を作成するに当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しております。 
 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 

決算日が連結決算日と異なる場合の内容等 

       NIPPON KINZOKU (SINGAPORE) PTE.LTD.及び NIPPON 

KINZOKU (THAILAND) CO., Ltd.の決算日は、12 月 31

日であります。連結財務諸表を作成するに当たっては

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して

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 

        その他有価証券 

          時価のあるもの 

            期末決算日前 1 ヶ月の市場価格等の平均に基

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）

          時価のないもの 

            移動平均法に基づく原価法 

② デリバティブ 

          時価法 

③ たな卸資産 

主として移動平均法に基づく原価法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

        その他有価証券 

       時価のあるもの 

            同 左 

 

  

          時価のないもの 

            同 左 

② デリバティブ 

          同 左 

③ たな卸資産 

主として移動平均法による原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法） 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日公表分）

を適用しております。  

これにより営業損失、経常損失、税金等調整前当期純

損失がそれぞれ 1,129 百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は､当該箇所に記載

しております。 
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前連結会計年度 

自 平成 19 年 4 月 1 日 

至 平成 20 年 3 月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法 

① 有形固定資産 

主として定額法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額については、主と

して法人税法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

 

（会計方針の変更） 

平成 19 年度の法人税法の改正に伴い、当連結会計年度

より平成19年 4月 1日以降に取得した有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益がそれぞれ 10 百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は､当該箇所に記載

しております。 

(追加情報) 

平成 19 年度の法人税法の改正に伴い、当連結会計年度

より、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産

については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ 223 百

万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は､当該箇所に記載

しております。 

 

② 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、償却年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。 

また、ソフトウェア（自社利用分）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

法によっております。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

期末現在に有する金銭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

により計算額を、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。 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同 左 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 無形固定資産（リース資産除く） 

同 左 

 

 

 

 

 

 

  ③ リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産 

     リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

         同 左 
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前連結会計年度 

自 平成 19 年 4 月 1 日 

至 平成 20 年 3 月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支払に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。 

 

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、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。 

なお、会計基準変更時差異については、主とし

て 15 年による按分額を費用処理しております。 

  過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）に

よる定額法により費用処理しております。 

  数理計算上の差異については、各連結会計年度

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連結会計年度より費用処

理しております。 

 

(4) 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) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

為替予約等が付されている外貨建金銭債権につい

ては、振当処理を行っております。 

また、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引

については、特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

デリバティブ取引（為替予約、金利スワップ取

引） 

        ヘッジ対象 

外貨建金銭債権、借入金の支払金利 

③ ヘッジ方針 

為替及び借入金の金利等の相場変動リスクを回避

するため、デリバティブ取引を行っております。

④ ヘッジの有効性評価の方法 

借入金の金利スワップ取引は、特例処理の要件を

満たしておりますので、決算日における有効性の評

価を省略しております。 

また、為替予約等が付されている外貨建金銭債権

は、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が

同一であり、キャッシュ・フロー変動を完全に相殺

するものと想定することができる為、ヘッジの有効

性の評価を省略しております。 

 

(6) 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 

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。 

 

② 賞与引当金 

     同 左 

 

 

③ 退職給付引当金 

     同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 同 左 

 

 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同 左 

 

        ヘッジ対象 

同 左 

   ③ ヘッジ方針 

同 左 

 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 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 
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前連結会計年度 

自 平成 19 年 4 月 1 日 

至 平成 20 年 3 月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

      連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

        同 左 

 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

   のれん及び負ののれんは 5 年間で均等償却しており

ます。 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

     同 左 

 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から 3 ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、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

ない短期的な投資であります。 

 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同 左 

 

 
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 

前連結会計年度 

自 平成 19 年 4 月 1 日 

至 平成 20 年 3 月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

 

―――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

（リース取引に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第 13 号）（平成５年６月 17 日（企

業審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 改正）及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会

計士協会）、平成 19 年３月 30 日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き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。 

  上記による営業損失、経常損失、税金等調整前当期

純損失に与える影響はありません。 

 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

  当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における

在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第 18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用し、連

結上必要な修正を行っております。 

  これによる営業損失、経常損失、税金等調整前当期

純損失に与える影響はありません。 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 

自 平成 19 年 4 月 1 日 

至 平成 20 年 3 月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

 

―――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則当

の一部を改正する内閣府」（平成 20 年８月７日 内閣府

令第 50 号）が適用となることに伴い、前連結会計年度に

おいて、「たな卸資産」と掲記されていたものは、当連結

会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯

蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度

の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 6,277 百万円、4,134

百万円、1,091 百万円であります。 

 

 
追加情報 

 

前連結会計年度 

自 平成 19 年 4 月 1 日 

至 平成 20 年 3 月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

 

―――――――――― 

 

 

 

 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、機械装置について平成 20

年度の法人税の改正による法定耐用年数の変更に伴い、

当連結会計年度より耐用年数の変更を行っております。

  これによる当連結会計年度の営業損失、経常損失、税

金等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。

 

 

 連結財務諸表に関する注記 

  （開示の省略） 

   連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項 

  については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

  前連結会計年度（自 平成 19 年 4 月 1日   至 平成 20 年 3月 31 日） 

                         （単位：百万円） 

 みがき帯鋼 加工品 計 消去又は全社 連  結 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

   売  上  高 

   (1) 外部顧客に対する売上高 

 

 

59,599 

 

 

9,746 

 

 

69,346 

 

 

― 

 

 

69,346 

   (2) セグメント間の内部売上高 

       又は振替高 
2,118 ― 2,118 (2,118) ― 

計 61,718 9,746 71,464 (2,118) 69,346 

   営 業 費 用 57,329 8,877 66,207  (819) 65,387 

   営 業 利 益 4,388 869 5,257 (1,298) 3,958 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出 

 

   資       産 

 

 

48,844 

 

 

8,629 

 

 

57,473 

 

 

11,601 

 

 

69,074 

   減価償却費 972 310 1,282 71 1,354 

   資本的支出 2,096 298 2,395 88 2,483 

   (注)１．事業区分は、売上集計区分によっております。 

       ２．各事業の主要な製品 

           (1)みがき帯鋼………冷間圧延ステンレス鋼帯及びみがき特殊帯鋼 

           (2)加工品……………型鋼製品、ステンレス精密細管等 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,298 百万円であり、その主なも

のは、親会社本社の総務部門・財務部門等管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、11,601 百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（現預金）及び管理部門に係る資産等であります。 

５.会計方針の変更 

平成 19 年度の法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業利益はみがき帯鋼で 9 百万円、加工品で 1 百万円それぞれ

減少しております。 

６．追加情報 

      平成 19 年度の法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業利益はみがき帯鋼で 199 百万円、加工品で 24 百万円それ

ぞれ減少しております。 
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当連結会計年度（自 平成 20 年 4 月 1日   至 平成 21 年 3月 31 日） 

                          （単位：百万円） 

 みがき帯鋼 加工品 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

   売  上  高 

   (1) 外部顧客に対する売上高 

 

 

41,409 

 

 

7,515 

 

 

48,925 

 

 

― 

 

 

48,925 

   (2) セグメント間の内部売上高 

      又は振替高 
1,410 ― 1,410 (1,410) ― 

計 42,820 7,515 50,336 (1,410) 48,925 

   営 業 費 用 42,563 7,778 50,341 (184) 50,157 

   営 業 利 益 256 △262 △5 (1,226) △1,232 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出 

 

   資 産      

 

 

36,797 

 

 

6,956 

 

 

43,754 

 

 

14,238 

 

 

57,992 

   減価償却費 1,126 316 1,442 98 1,541 

   資本的支出 910 280 1,190 311 1,502 

   (注)１．事業区分は、売上集計区分によっております。 

       ２．各事業の主要な製品 

           (1)みがき帯鋼………冷間圧延ステンレス鋼帯及びみがき特殊帯鋼 

           (2)加工品……………型鋼製品、ステンレス精密細管等 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,226 百万円であり、その主なも

のは、親会社本社の総務部門・財務部門等管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、14,238 百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（現預金）及び管理部門に係る資産等であります。 

５．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から、「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日公表）を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、みがき帯鋼で営業利益が 859 百万円減少、加工品で営業損失が

269 百万円増加しております。 

 

 

２．所在地別セグメント情報 

  前連結会計年度（自 平成 19 年 4 月 1日  至 平成 20 年 3月 31 日） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも 90％を超

えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

  当連結会計年度（自 平成 20 年 4 月 1日  至 平成 21 年 3月 31 日） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも 90％を超

えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 
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３．海外売上高 

  前連結会計年度（自 平成 19 年 4 月 1日  至 平成 20 年 3月 31 日） 

                                   （単位：百万円） 

 アジア その他の地域 計 

 

Ⅰ 海  外  売  上  高 

 

 

10,793 

 

 

728 

 

 

11,522 

 

 

Ⅱ 連  結  売  上  高 

 

― ― 

 

69,346 

 

 

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合（％） 

 

 

15.6% 

 

 

1.1% 

 

 

16.6% 

  (注)１.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２.本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    （１）アジア・・・・・・・・中国、タイ、シンガポール 

    （２）その他の地域・・・・・アメリカ 

   ３.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

当連結会計年度（自 平成 20 年 4 月 1日  至 平成 21 年 3月 31 日） 

                                   （単位：百万円） 

 アジア その他の地域 計 

 

Ⅰ 海  外  売  上  高 

 

 

7,202 

 

 

497 

 

 

7,699 

 

 

Ⅱ 連  結  売  上  高 

 

― ― 

 

48,925 

 

 

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合（％） 

 

 

14.7% 

 

 

1.0% 

 

 

15.7% 

(注)１.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２.本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    （１）アジア・・・・・・・・中国、タイ、シンガポール 

    （２）その他の地域・・・・・アメリカ 

   ３.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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(1 株当たり情報) 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年４月 １日 

 至 平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月 １日 

 至 平成 21 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額         259 円 45 銭 

１株当たり当期純利益         26 円 32 銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額         215 円 04 銭 

１株当たり当期純損失         25 円 43 銭 

            同左 

 

   (注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 

 

 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 21 年３月 31 日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計 

(百万円) 
17,374 14,399 

普通株主に係る純資産額(百万円) 17,374 14,399 

普通株式の発行済株式数(千株) 67,000 67,000 

普通株式の自己株式数(千株) 33 38 

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数(千株) 
66,966 66,961 

 

２．１株当たり当期純利益 

 

 

 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 21 年３月 31 日) 

連結損益計算書上の当期純利益又は当期

純損失(△) (百万円) 
1,762 △1,703 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失(△) (百万円) 
1,762 △1,703 

普通株式の期中平均株式数(千株) 66,967 66,963 

 

 

(重要な後発事象) 

      該当事項はありません。 

 

   (開示の省略) 

         リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項

については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年3月31日) 

当事業年度 
(平成21年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,217 6,583

受取手形 9,484 3,041

売掛金 4,979 1,864

製品 2,335 1,721

仕掛品 4,030 2,714

原材料 385 245

貯蔵品 633 656

前払費用 67 63

繰延税金資産 201 483

従業員に対する短期貸付金 10 10

未収入金 336 600

その他 323 434

貸倒引当金 △103 △8

流動資産合計 26,901 18,410

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,331 4,147

構築物（純額） 326 303

機械及び装置（純額） 5,630 7,380

車両運搬具（純額） 10 10

工具、器具及び備品（純額） 519 531

土地 14,664 14,651

建設仮勘定 1,957 139

有形固定資産合計 27,442 27,164

無形固定資産   

ソフトウエア 83 299

その他 24 24

無形固定資産合計 107 324

投資その他の資産   

投資有価証券 2,569 1,360

関係会社株式 999 708

出資金 40 58

長期貸付金 102 37
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年3月31日) 

当事業年度 
(平成21年3月31日) 

従業員に対する長期貸付金 37 33

長期前払費用 50 17

繰延税金資産 506 1,413

長期未収入金 420 497

その他 65 64

貸倒引当金 △226 △243

投資その他の資産合計 4,566 3,946

固定資産合計 32,116 31,435

資産合計 59,017 49,846

負債の部   

流動負債   

支払手形 5,181 2,228

買掛金 11,859 4,058

短期借入金 3,610 4,510

1年内返済予定の長期借入金 3,860 4,810

リース債務 － 8

未払金 597 569

未払費用 70 38

未払法人税等 238 21

未払消費税等 70 －

預り金 37 34

賞与引当金 358 221

従業員預り金 718 670

設備関係支払手形 511 451

その他 48 45

流動負債合計 27,161 17,668

固定負債   

長期借入金 8,980 11,970

リース債務 － 29

長期未払金 109 73

退職給付引当金 2,217 2,121

再評価に係る繰延税金負債 4,035 4,035

固定負債合計 15,342 18,229

負債合計 42,504 35,897
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年3月31日) 

当事業年度 
(平成21年3月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,857 6,857

資本剰余金   

資本準備金 986 986

資本剰余金 986 986

利益剰余金   

利益準備金 107 140

その他利益剰余金 3,055 1,059

利益剰余金 3,162 1,200

自己株式 △6 △7

株主資本合計 10,999 9,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 662 56

土地再評価差額金 4,850 4,855

評価・換算差額等合計 5,513 4,912

純資産合計 16,512 13,948

負債純資産合計 59,017 49,846
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(2)【損益計算書】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

売上高 57,935 39,914

売上原価 50,032 37,162

売上総利益 7,902 2,752

販売費及び一般管理費 4,752 4,263

営業利益又は営業損失（△） 3,150 △1,510

営業外収益   

受取利息 8 7

受取配当金 77 115

その他 249 294

営業外収益合計 336 417

営業外費用   

支払利息 241 214

退職給付費用 268 279

その他 332 322

営業外費用合計 841 817

経常利益又は経常損失（△） 2,644 △1,911

特別利益   

貸倒引当金戻入額 34 94

ゴルフ会員権売却益 3 －

特別利益合計 38 94

特別損失   

固定資産売却損 0 6

固定資産除却損 151 53

減損損失 － 13

貸倒引当金繰入額 － 17

投資有価証券評価損 15 189

子会社株式評価損 － 290

ゴルフ会員権評価損 26 －

特別損失合計 194 570

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 2,488 △2,387

法人税、住民税及び事業税 698 15

法人税等調整額 386 △780

法人税等合計 1,084 △764

当期純利益又は当期純損失（△） 1,403 △1,622
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,857 6,857

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,857 6,857

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 986 986

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 986 986

資本剰余金合計   

前期末残高 986 986

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 986 986

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 73 107

当期変動額   

剰余金の配当 33 33

当期変動額合計 33 33

当期末残高 107 140

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,020 3,055

当期変動額   

剰余金の配当 △368 △368

当期純利益 1,403 △1,622

土地再評価差額金の取崩 － △4

当期変動額合計 1,035 △1,995

当期末残高 3,055 1,059
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 2,093 3,162

当期変動額   

剰余金の配当 △334 △334

当期純利益 1,403 △1,622

土地再評価差額金の取崩 － △4

当期変動額合計 1,068 △1,962

当期末残高 3,162 1,200

自己株式   

前期末残高 △4 △6

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △6 △7

株主資本合計   

前期末残高 9,932 10,999

当期変動額   

剰余金の配当 △334 △334

当期純利益 1,403 △1,622

自己株式の取得 △1 △1

土地再評価差額金の取崩 － △4

当期変動額合計 1,066 △1,963

当期末残高 10,999 9,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,272 662

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △609 △605

当期変動額合計 △609 △605

当期末残高 662 56

土地再評価差額金   

前期末残高 4,850 4,850
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 － 4

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － 4

当期末残高 4,850 4,855

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,123 5,513

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 － 4

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △609 △605

当期変動額合計 △609 △601

当期末残高 5,513 4,912

純資産合計   

前期末残高 16,055 16,512

当期変動額   

剰余金の配当 △334 △334

当期純利益 1,403 △1,622

自己株式の取得 △1 △1

土地再評価差額金の取崩 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △609 △605

当期変動額合計 457 △2,564

当期末残高 16,512 13,948
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(4)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

 

(5)重要な会計方針 

前事業年度 
 自 平成 19 年 4月 １日 
  至 平成 20 年 3月 31 日 

当事業年度 
 自 平成 20 年 4月 １日 
  至 平成 21 年 3月 31 日 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1)  子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法に基づく原価法 

(2)  その他有価証券 

 時価のあるもの 

 期末決算日前 1 ヶ月の市場価格等の平均に基づく時

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) 

 時価のないもの 

   移動平均法に基づく原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1)  子会社株式及び関連会社株式 

      同左 

(2)  その他有価証券 

時価のあるもの 

    同左 

  

 

時価のないもの 

    同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   移動平均法に基づく原価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法） 

 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日公表分）を適

用しております。 

これにより営業損失、経常損失、税引前当期純損失が

それぞれ 985 百万円増加しております。 

 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定額法によっております。 

 なお、償却年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっております。

 

(会計方針の変更) 

  平成 19 年度の法人税法の改正に伴い、当事業年度より

平成 19 年４月１日以降に取得した有形固定資産につい

ては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

がそれぞれ 10 百万円減少しております。 

(追加情報) 

  平成 19 年度の法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形固定資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上してお

ります。 

  この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業利益

が 207 百万円、経常利益及び税引前当期純利益が 218 百

万円減少しております。 

 

(2) 無形固定資産 

  定額法によっております。 

 なお、耐用年数については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産除く） 

    同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産（リース資産除く） 

    同左 
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前事業年度 
 自 平成 19 年 4月 １日 
  至 平成 20 年 3月 31 日 

当事業年度 
 自 平成 20 年 4月 １日 
  至 平成 21 年 3月 31 日 

 また、ソフトウェア（自社利用分）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

によっております。 

 

 

 

 

 

 

(4) 長期前払費用 

  定額法によっております。 

 なお、償却年数については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。 

 

 

 

(3) リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産 

    リース期間を耐用年数として、残存価額を零と

する定額法によっております。 

 

(4) 長期前払費用 

    同左 

 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 期末現在に有する金銭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、貸倒実績率により計

算額を、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。 

(2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。 

(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、期末に

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。 

 なお、会計基準変更時差異については、15 年による

按分額を費用処理しております。 

 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年)による定額

法により費用処理しております。 

 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(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 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

    同左 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

    同左 

 

(3) 退職給付引当金 

    同左 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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。 

５ リース取引の処理方法 
                 

６ ヘッジ会計の方法 
(1) ヘッジ会計の方法 
 特例処理の要件を満たす金利スワップ取引について
は、特例処理を採用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
 ヘッジ手段 
 デリバティブ取引（金利スワップ取引） 
ヘッジ対象 

 借入金の支払金利 
(3) ヘッジ方針 

 借入金に伴う金利の相場変動リスクを回避するた
め、デリバティブ取引を行っております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 
 借入金の金利スワップ取引は、特例処理の要件を満
たしているので、決算日における有効性の評価を省略
しております。  
 

６ ヘッジ会計の方法 
(1) ヘッジ会計の方法 
   同左 
 

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

   同左 
(3) ヘッジ方針 

   同左 
 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 
   同左 
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前事業年度 
 自 平成 19 年 4月 １日 
  至 平成 20 年 3月 31 日 

当事業年度 
 自 平成 20 年 4月 １日 
  至 平成 21 年 3月 31 日 

７ その他財務諸表作成の基本となる重要な事項 
(1) 消費税等の会計処理について 

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。 

７ その他財務諸表作成の基本となる重要な事項 
(1)  消費税等の会計処理について 
    同左 

 

 

(6)重要な会計方針の変更 

前事業年度 
 自 平成 19 年 4月 １日 
  至 平成 20 年 3月 31 日 

当事業年度 
 自 平成 20 年 4月 １日 
  至 平成 21 年 3月 31 日 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（リース取引に関する会計基準） 

当連事業年度より、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第 13 号）（平成５年６月 17 日（企業審

議会第一部会）、平成 19 年３月 30 改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計

士協会）、平成 19 年３月 30 日改正））を適用しており

ます。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き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。 

  上記による営業損失、経常損失、税引前当期純損失

に与える影響はありません。 
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6.その他 

役員の異動 

 (1)社外監査役候補者（新任） 

氏 名（フリガナ） 主な経歴 

石橋 國興（イシバシ クニオキ） 平成 10 年６月 ㈱富士銀行取締役融資企画部長 

平成 12 年６月 ㈱スカイパーフェクト・コミュニケーショ

ンズ常務取締役(CFO) 

平成 19 年１月 ㈱東京プロパティアドバイザーズ取締役会

長 

   

 (2)補欠監査役候補者（新任） 

  氏 名（フリガナ） 現在の主たる職業 

古谷 正和（フルヤ マサカズ） 当社監査役室長 

 

 (3)補欠社外監査役候補者（新任） 

  氏 名（フリガナ） 現在の主たる職業 

小川 和洋（オガワ カズヒロ） 公認会計士、税理士（小川和洋会計事務所） 

（当社社外監査役） 

 

 (4)退任予定取締役 

  氏 名（フリガナ） 現在の主たる職業 

岩永 一德（イワナガ カズノリ） エスメタル株式会社代表取締役社長 

 

 (5)退任予定監査役 

  氏 名（フリガナ） 備 考 

島津  明（シマヅ アキラ）  

安念  満（アンネン ミツル） 社外監査役 

小川 和洋（オガワ カズヒロ） 社外監査役 

 

注）１．各候補者は平成 21 年 6月 26 日開催予定の定時株主総会にて選任予定。 

  ２．退任予定役員は平成 21 年 6月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定。 

以 上  
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