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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 連結経営指標等において、潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載していな

い。 

３ 提出会社の経営指標等において、「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純損益」及び「潜在株式調整後１株

当たり中間(当期)純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

  

回次 第120期中 第121期中 第122期中 第120期 第121期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

(1) 連結経営指標等       

売上高 (百万円) 7,127 7,230 10,141 16,995 18,368

経常損益 (百万円) △441 △404 △166 △308 130

中間(当期)純損益 (百万円) △447 △413 △187 △600 123

純資産額 (百万円) 1,954 1,383 1,761 1,813 1,936

総資産額 (百万円) 25,575 25,980 26,930 26,452 27,555

１株当たり純資産額 (円) 14.66 10.34 13.16 13.55 14.47

１株当たり中間 
(当期)純損益 

(円) △3.35 △3.09 △1.40 △4.50 0.92

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 7.6 5.3 6.5 6.9 7.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △208 △635 122 △612 175

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △124 △75 △198 △253 △180

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △205 622 △218 205 149

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 828 611 552 703 846

従業員数 (人) 719 668 686 719 657

(2) 提出会社の経営指標等     

売上高 (百万円) 6,606 6,784 9,581 16,005 17,446

経常損益 (百万円) △436 △431 △185 △296 108

中間(当期)純損益 (百万円) △444 △440 △206 △931 100

資本金 (百万円) 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054

発行済株式総数 (千株) 133,830 133,830 133,830 133,830 133,830

純資産額 (百万円) 2,583 1,664 2,017 2,107 2,212

総資産額 (百万円) 25,151 25,631 26,463 26,130 27,237

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 10.3 6.5 7.7 8.1 8.1

従業員数 (人) 473 430 441 470 436



２ 【事業の内容】 

  

(1) 事業内容の重要な変更 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び関係会社)が営む事業の内容について重要な変更はな

い。 

  

(2) 主要な関係会社の異動 

工業製品事業において、コンピュータソフトウェアの受託開発等を行っていたアクタス株式会社(非連結子会

社)は平成17年９月30日に清算結了した。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

  

当中間連結会計期間において、アクタス株式会社(非連結子会社)は清算結了により関係会社に該当しなくなった。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は、当社グループ(当社及び連結子会社)から当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループ

への出向者を含む就業人員である。 

   ２ 全社(共通)は、管理部門の従業員である。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員である。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合との間に特記すべき事項はない。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

工業製品事業 440 

建材製品事業 202 

全社(共通) 44 

合計 686 

従業員数(人) 441 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

  

当中間連結会計期間のわが国経済は、原油など原材料価格の高騰があったものの、好調な民間設備投資、個人消

費支出の改善及び輸出の持ち直しなどに支えられ、景気は緩やかな回復基調で推移した。 

アルミ加工業界においては、企業間競争の激化及び原材料価格の高騰などによる企業収益の圧迫により、経営環

境は依然として厳しい状況にあった。 

この間、当社グループは、営業面においては、工業製品事業及び建材製品事業による拡販に加え、アルミ押出製

品販売会社を住友軽金属工業株式会社グループと共同で設立し、押出形材のさらなる販売強化を図るなど、全社を

挙げて注力した。 

生産面においては、拡販による増産効果を発揮するとともに、購入費の削減、生産設備の増強による効率化など

生産コストの引き下げを一段と行った。 

また、営業・生産両本部をサポートするエンジニアリング本部を新設し、部門間連携の強化、製品開発の促進、

品質保証の整備などを進めてきた。 

その結果、当中間連結会計期間の売上高は、前年同期比2,910百万円(40.3％)増加の10,141百万円となり、営業利

益は前年同期比170百万円好転の０百万円、経常損失は前年同期比238百万円改善の166百万円、中間純損失は前年同

期比225百万円改善の187百万円となった。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

  

①工業製品事業 

大型空気輸送設備の完工、海上冷凍コンテナ部材の増加などにより、売上高は前年同期比2,311百万円増加の

6,290百万円、営業利益は前年同期比48百万円増加の75百万円となった。 

  

②建材製品事業 

リニューアル市場向け製品及び建築金物の拡販並びにトラック・自動車部材の輸送関連製品が好調に推移した

ことなどにより、売上高は前年同期比598百万円増加の3,850百万円、営業利益は前年同期比134百万円増加の171

百万円となった。 

  

  

(注) １ 所在地別セグメントの業績については、当中間連結会計期間における全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割

合が90％を超えているため、記載していない。 

２ 上記金額には消費税等は含まれていない。 

  

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

  

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物は、営業活動による収入があったが、設備投資や借入金の返済などに

より、前連結会計年度末に対し293百万円減少の552百万円となった。 

  

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

税金等調整前中間純損失が改善したことなどにより122百万円の収入となった。 

前中間連結会計期間は特別退職金の支払等により支出であったため、前年同期比では758百万円の収入の増加とな

った。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

設備投資等に伴い198百万円の支出となり、前年同期比では122百万円の支出の増加となった。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

借入金の返済により218百万円の支出となった。 

前中間連結会計期間は資金の借入により収入であったため、前年同期比では841百万円の支出の増加となった。 

  

  



２ 【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。 

  

(注) １ 上記金額は製造原価で表示している。 

２ 上記金額には消費税等は含まれていない。 

  

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況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。 

  

(注) 上記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。 

  

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれていない。 

       ２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

  

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

工業製品事業 5,783 75.8

建材製品事業 3,268 18.1

合計 9,051 49.5

事業の種類別 
セグメントの名称 

受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

工業製品事業 5,076 △1.7 3,883 △38.4

建材製品事業 3,848 16.9 1,090 △16.1

合計 8,925 5.5 4,973 △34.6

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

工業製品事業 6,290 58.1

建材製品事業 3,850 18.4

合計 10,141 40.3

相 手 先 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

販売高(百万円) 割 合(％) 販売高(百万円) 割 合(％) 

住軽商事㈱ 689 9.5 2,363 23.3



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が対処すべき課題に重要な変更はない。 

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はない。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループ(当社及び連結子会社)の研究開発活動は、当社が一括して行っており、その内容は、工業製品事業及

び建材製品事業の各分野における新商品の開発、既存商品群の拡大と新技術の開発及びその応用製品開発に関わるも

のである。 

当中間連結会計期間における研究開発費の総額は36百万円であるが、各事業共通の研究開発活動もあるため事業の

種類別セグメントごとの費用区分は行っていない。 

  

当中間連結会計期間における主な成果等は、次のとおりである。 

  

(1)各種粉粒体の空気輸送関連技術開発において、数µｍの微粉を極微量（数ｇ/h）均一かつ高精度に供給できる装

置を新たに開発し、納入した。 

  

(2)プール施設関連技術開発では、50ｍ×25ｍ×深さ2ｍの新設屋内公認プールにおいて、冬季アイススケ－トリンク

に適用可能な大型可動床システム（可変高さ最大2.4ｍ）を新たに開発し、納入した。 

  

(3)建材関連開発において 

①笠木関連商品で下端笠木を新規開発するとともに、フラッシングの追加品揃え及び笠木ブラケットの改良を

行った。 

②ルーバーの風騒音試験による性能の確認及び２種類の新規開発を行った。 

  

  

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

特に記載すべき事項はない。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 後配株式の内容は、次のとおりである。 

１ 議決権を有している。 

２ 本株式に対する利益配当は、普通株式に対する利益配当が１株につき年６円以上の場合は同額とし、１株につき年６円

未満の場合は行わない。 

３ 本株式は、普通株式に対して１株につき年６円以上の利益配当を決定した株主総会の終了時から普通株式に転換する。 

４ 本株式から転換した普通株式に対する最初の利益配当については、転換がなされた時の属する事業年度の初めに転換が

あったものとみなして支払う。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はない。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 250,000,000

後配株式 100,000,000

計 350,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 92,130,000 同左
大阪証券取引所
市場第二部 

――― 

後配株式 41,700,000 同左 ――― (注) 

計 133,830,000 同左 ――― ――― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年９月30日 ― 133,830 ― 2,054 ― ―



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) 住友軽金属工業㈱の所有株式数には、後配株式41,700千株が含まれている。 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ １単元の株式数は1,000株である。 

２ 証券保管振替機構名義の株式が24,000株(議決権24個)含まれている。 

３ 後配株式の内容は、「(1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載している。 

４ 当社所有の自己株式942株が含まれている。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数 
に対する所有 
株式数の割合(％) 

住友軽金属工業株式会社 東京都港区新橋五丁目11番３号 114,895 85.85

日本トレクス株式会社 
愛知県宝飯郡小坂井町大字伊奈字南山新田
350番地 

3,000 2.24

住友商事株式会社 東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,112 0.83

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 1,013 0.76

杉原正一 千葉県山武郡九十九里町片貝3704 807 0.60

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 664 0.50

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 463 0.34

大阪証券金融株式会社(業務口) 大阪市中央区北浜二丁目４番６号 425 0.32

立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番14号 317 0.24

オリックス証券株式会社 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番８号 306 0.23

計 ― 123,004 91.91

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ―

議決権制限株式(その他) ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 13,000

―

完全議決権株式(その他) 

普通株式 
92,036,000 92,036

(注2) 

後配株式 
41,700,000 

41,700 (注3) 

単元未満株式 普通株式 81,000 ― (注4) 

発行済株式総数 133,830,000 ―  

総株主の議決権 ― 133,736 ― 



② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものである。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はない。 

  

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
㈱日本アルミ 

  
大阪市淀川区三国本町三丁
目９番39号 

13,000 ― 13,000 0.01

計 ―――― 13,000 ― 13,000 0.01

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 139 136 132 174 152 175

最低(円) 106 118 110 116 121 141



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省

令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。 

ただし、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項の

ただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項のただ

し書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で)及び当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで) の中間連結財務諸表並びに前中間会計期

間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)

の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けている。 



１ 【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16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金 ※２  623 562   864 

２ 受取手形及び売掛金    3,645 4,805   4,829 

３ たな卸資産    6,736 6,502   6,731 

４ その他    656 757   881 

５ 貸倒引当金    △83 △5   △79 

流動資産合計    11,578 44.6 12,621 46.9   13,227 48.0

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※1,2        

(1) 建物及び構築物   2,223   2,190 2,208   

(2) 機械装置 
  及び運搬具   1,932   1,944 1,914   

(3) 土地 ※３ 8,591   8,563 8,563   

(4) その他   309 13,057 270 12,969 278 12,964 

２ 無形固定資産    757 756   758 

３ 投資その他の資産 ※２        

(1) その他   812   861 854   

(2) 貸倒引当金   △228 584 △277 583 △249 604 

固定資産合計    14,399 55.4 14,309 53.1   14,328 52.0

Ⅲ 繰延資産    2 0.0 ― ―   ― ―

資産合計    25,980 100.0 26,930 100.0   27,555 100.0

           



  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形及び買掛金    5,285 6,220   6,536 

２ 短期借入金 ※２  14,180 14,891   14,642 

３ その他    854 959   998 

流動負債合計    20,320 78.2 22,072 82.0   22,177 80.5

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金 ※２  3,971 2,571   3,039 

２ 再評価に係る 
  繰延税金負債 ※３  220 210   210 

３ 退職給付引当金 ※４  0 222   103 

４ 連結調整勘定    4 2   3 

５ その他    7 21   13 

固定負債合計    4,205 16.2 3,027 11.2   3,370 12.2

負債合計    24,525 94.4 25,099 93.2   25,547 92.7

           

(少数株主持分)          

少数株主持分    71 0.3 69 0.3   70 0.3

           

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    2,054 7.9 2,054 7.6   2,054 7.5

Ⅱ 利益剰余金    △851 △3.3 △487 △1.8   △300 △1.1

Ⅲ 土地再評価差額金 ※３  321 1.2 307 1.1   307 1.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    6 0.0 25 0.1   14 0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定    △147 △0.5 △138 △0.5   △138 △0.5

Ⅵ 自己株式    △0 △0.0 △0 △0.0   △0 △0.0

資本合計    1,383 5.3 1,761 6.5   1,936 7.0

負債、少数株主持分 
及び資本合計    25,980 100.0 26,930 100.0   27,555 100.0

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    7,230 100.0 10,141 100.0   18,368 100.0

Ⅱ 売上原価    5,925 82.0 8,732 86.1   14,816 80.7

売上総利益    1,304 18.0 1,408 13.9   3,551 19.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,474 20.4 1,408 13.9   2,976 16.2

営業利益    ― ― 0 0.0   575 3.1

営業損失    170 △2.4 ― ―   ― ―

Ⅳ 営業外収益          

１ 施設賃貸料   44   42 90   

２ 投資有価証券売却益   10   ― 10   

３ 雑収益   28 84 1.2 32 74 0.8 57 158 0.9

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息   268   222 516   

２ 雑損失   50 318 4.4 19 241 2.4 86 603 3.3

経常利益    ― ― ― ―   130 0.7

経常損失    404 △5.6 166 △1.6   ― ―

税金等調整前 
当期純利益    ― ― ― ―   130 0.7

税金等調整前 
中間純損失    404 △5.6 166 △1.6   ― ―

法人税、住民税 
及び事業税   9   21 19   

法人税等調整額   ― 9 0.1 ― 21 0.2 △10 9 0.0

少数株主損失    0 0.0 0 0.0   2 0.0

当期純利益    ― ― ― ―   123 0.7

中間純損失    413 △5.7 187 △1.8   ― ―

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   653 ―   653

Ⅱ 資本剰余金減少高     

  資本準備金取崩による 
  減少高 

653 653 ― ― 653 653

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

  ― ―   ―

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △1,092 △300   △1,092

Ⅱ 利益剰余金増加高     

 １ 資本準備金取崩による 
   増加高 

653 ― 653 

 ２ 土地再評価差額金 
   取崩額 

― ― 14 

 ３ 当期純利益 ― 653 ― ― 123 792

Ⅲ 利益剰余金減少高     

 中間純損失 413 413 187 187 ― ―

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

  △851 △487   △300

      



④ 【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16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

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) 
純損益(△は純損失) 

 △404 △166 130

減価償却費  222 216 445

貸倒引当金の減少額  △19 △45 △1

退職給付引当金の増減額 
(△は減少) 

 △411 118 △308

受取利息及び受取配当金  △2 △2 △4

支払利息  268 222 516

売上債権の減少額  1,439 46 217

手形売却に係る未収入金の
増減額(△は増加) 

 156 56 △61

たな卸資産の増減額 
(△は増加) 

 △1,393 228 △1,388

仕入債務の増減額 
(△は減少) 

 △61 △317 1,193

その他  336 3 449

小計  130 361 1,187

利息及び配当金の受取額  2 2 4

利息の支払額  △265 △213 △512

特別退職金の支払  △483 ― △483

法人税等の支払額  △19 △27 △19

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △635 122 175

Ⅱ 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 

 △126 △210 △248

有形固定資産の売却による 
収入 

 0 ― 27

貸付金の回収による収入  6 5 12

その他  43 6 27

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △75 △198 △180



  

  

   
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の純増加額  1,174 439 1,682

長期借入による収入  1,794 1,620 934

長期借入金の返済による 
支出 

 △2,346 △2,278 △2,467

その他  0 △0 0

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 622 △218 149

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 △2 0 △2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △91 △293 142

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 703 846 703

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 611 552 846

    



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16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社数 ７社 

   主要な連結子会社名 

    ㈱フカタ製作所 

    NALCO(THAILAND)CO.,LTD. 

  

    ㈱ニチア商事については、

清算結了したため、当中間連

結会計期間より連結の範囲よ

り除外している。 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社数  ７社 

   主要な連結子会社名 

㈱フカタ製作所 

NALCO(THAILAND)CO.,LTD. 

  

  

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 ７社 

   主要な連結子会社名 

    ㈱フカタ製作所 

    NALCO(THAILAND)CO.,LTD. 

  

    ㈱ニチア商事については、

清算結了したため、当連結会

計年度より連結の範囲より除

外している。 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

   主要な非連結子会社 

    アクタス㈱ 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

   主要な非連結子会社 

㈱サン建材設計 

アクタス㈱は平成17年９月

30日に清算結了した。 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

   主要な非連結子会社 

アクタス㈱ 

㈱サン建材設計 

   (連結の範囲から除いた理由) 

    総資産、売上高、中間純損

益及び利益剰余金(持分相当

額)等からみていずれも小規

模であり、かつ、全体として

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。 

   (連結の範囲から除いた理由) 

同左 

   (連結の範囲から除いた理由) 

    総資産、売上高、当期純損

益及び利益剰余金(持分相当

額)等からみていずれも小規

模であり、かつ、全体として

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 

   該当なし 

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 

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 

同左 

 (2) 持分法適用の関連会社数 

   該当なし 

 (2) 持分法適用の関連会社数 

同左 

 (2) 持分法適用の関連会社数 

同左 

 (3) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   持分法を適用していない非連

結子会社(アクタス㈱他)及び関

連会社(㈱明石アルミニウム工

業所他)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いる。 

 (3) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   持分法を適用していない非連

結子会社(㈱サン建材設計他)及

び関連会社(㈱明石アルミニウ

ム工業所他)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い

る。 

 (3) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   持分法を適用していない非連

結子会社(アクタス㈱他)及び関

連会社(㈱明石アルミニウム工

業所他)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いる。 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連 結 子 会 社 の う ち NALCO 

(THAILAND) CO.,LTD.等２社の中

間決算日は６月30日である。 

  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いる。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連 結 子 会 社 の う ち NALCO 

(THAILAND) CO.,LTD.等２社の中

間決算日は６月30日である。 

  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いる。 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連 結 子 会 社 の う ち NALCO 

(THAILAND) CO.,LTD.等２社の決

算日は12月31日である。 

  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 

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 

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 

     中間連結決算日前１ヶ月

の市場価格の平均に基づき

算定された価格等による時

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) 

  ① 有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

同左 

  ① 有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     連結決算日前１ヶ月の市

場価格の平均に基づき算定

された価格等による時価法

(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 

     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 デリバティブ 

    時価法 

  ② デリバティブ 

同左 

  ② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

   原材料 

    主として移動平均法による

原価法 

  ③ たな卸資産 

原材料 

同左 

  ③ たな卸資産 

原材料 

同左 

   製品・仕掛品 

    主として個別法及び総平均

法による原価法 

   製品・仕掛品 

同左 

   製品・仕掛品 

同左 

   貯蔵品 

    主として最終仕入原価法に

よる原価法 

   貯蔵品 

同左 

   貯蔵品 

同左 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 (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 

   主として定額法 

    なお、建物については、平

成10年度の税制改正により耐

用年数の短縮が行われている

が、改正前の耐用年数を継続

して使用している。 

 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 

   定額法 

    なお、自社利用ソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づく

定額法を採用している。 

 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 

   新株発行費 

    商法施行規則に規定する期

間内にて毎期均等償却を行っ

ている。 

(3)       ―――  (3) 繰延資産の処理方法 

   新株発行費 

    商法施行規則に規定する期

間内にて毎期均等償却を行っ

ている。 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  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 

  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

上している。 

     退職給付会計適用に伴う

会計基準変更時差異につい

ては15年による按分額を費

用処理している。 

     数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間による定額法に

より、発生年度の翌連結会

計年度から費用処理してい

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の見

込額に基づき計上してい

る。 

     退職給付会計適用に伴う

会計基準変更時差異につい

ては、15年による按分額を

費用処理している。 

     数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間による定額法に

より、発生年度の翌連結会

計年度から費用処理してい

る。 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

   外貨建金銭債権債務は、中間

連結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

益として処理している。 

   なお、在外子会社の資産及び

負債並びに収益及び費用は、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い

る。 

同左    外貨建金銭債権債務は、連結

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

して処理している。 

   なお、在外子会社の資産及び

負債並びに収益及び費用は、子

会社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い

る。 

 (6) 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。 

 (6) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (6) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (7) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理 

     金利スワップ取引につい

て特例処理の要件を満たし

ている場合は、特例処理を

採用している。 

 (7) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

同左 

 (7) 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 

     為替予約取引 

     金利スワップ取引 

     キャップ取引 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段 

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 

     外貨建金銭債務 

     借入金 

    ヘッジ対象 

同左 

    ヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

    為替変動リスク及び金利変

動リスクを回避する目的で実

施している。 

  ③ ヘッジ方針 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

    ヘッジ対象のキャッシュ・

フロー変動の累計とヘッジ手

段のキャッシュ・フロー変動

の累計を比較して、ヘッジ有

効性を評価している。 

    ただし、特例処理によって

いる金利スワップ取引につい

ては有効性の評価を省略して

いる。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (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 

消費税等の会計処理は、税

抜き方式によっている。 

(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い

る。 

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いる。 



(会計処理の変更) 

  

  

  

  

(追加情報) 

  

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  

――― 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間から「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」

(企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用している。 

これによる損益に与える影響はな

い。 

  

  

――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」(平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対応

報告第12号)に従い、法人事業税の

付加価値割及び資本割10百万円を販

売費及び一般管理費に計上してい

る。 

  

――― 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当連結会計年度から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第

12号)に従い、法人事業税の付加価

値割及び資本割21百万円を販売費及

び一般管理費に計上している。 



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16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

9,440百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

9,813百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

9,621百万円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 (1) 下記資産を長期借入金(１年

内返済予定額を含む)7,325百

万円、短期借入金1,964百万

円の担保に供している。 

建物及び構築物 1,956百万円

機械装置 
及び運搬具 

1,842百万円

土地 8,554百万円

投資その他の 
資産 
「その他」 
(投資有価証券) 

71百万円

計 12,425百万円

※２ 担保資産及び担保付債務 

 (1) 下記資産を長期借入金(１年

内返済予定額を含む)5,340百

万円、短期借入金1,226百万

円の担保に供している。 

建物及び構築物 1,797百万円

機械装置 
及び運搬具 

1,586百万円

土地 8,554百万円

投資その他の
資産 
「その他」 
(投資有価証券) 

56百万円

計 11,994百万円

※２ 担保資産及び担保付債務 

 (1) 下記資産を長期借入金(１年

内返済予定額を含む)6,163百

万円、短期借入金1,378百万

円の担保に供している。 

建物及び構築物 1,959百万円

機械装置
及び運搬具 

1,762百万円

土地 8,523百万円

投資その他の
資産 
「その他」 
(投資有価証券) 

44百万円

計 12,290百万円

   なお、上記担保資産のうち、

工場財団抵当に供している資産

(建物及び構築物、機械装置及

び運搬具、土地)5,427百万円を

長期借入金(１年以内返済予定

額を含む)5,057百万円の担保に

供している。 

   なお、上記担保資産のうち、

工場財団抵当に供している資産

(建物及び構築物、機械装置及

び運搬具、土地)5,348百万円を

長期借入金(１年以内返済予定

額を含む)3,453百万円の担保に

供している。 

   なお、上記担保資産のうち、

工場財団抵当に供している資産

(土地、建物及び構築物、機械

装置及び運搬具)5,369百万円を

長期借入金(１年内返済予定額

を含む)4,100百万円の担保に供

している。 

 (2) 下記資産を請負履行保証の担

保に供している。 

投資その他の 
資産 
「その他」 
(会員権) 

4百万円

 (2) 下記資産を請負履行保証等の

担保に供している。 

現金及び預金
(定期預金) 

6百万円

投資その他の
資産 
「その他」 
(会員権) 

4百万円

 (2) 下記資産を請負履行保証等の

担保に供している。 

現金及び預金
(定期預金) 

6百万円

投資その他の
資産 
「その他」 
(会員権) 

4百万円



  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

※３ 土地の再評価に関する法律

(平成10年３月31日公布 法律

第34号)及び土地の再評価に

関する法律の一部を改正する

法律(平成13年３月31日公布

法律第19号)に基づき、当社

は事業用の土地の再評価を行

い、再評価差額ついては、当

該評価差額に係る税金相当額

を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として

資本の部に計上している。 

※３     同左 ※３     同左 

   再評価を行った年月日 

平成13年３月31日 

   再評価を行った年月日 

同左 

   再評価を行った年月日 

同左 

       再評価を行った土地の連結 

   会計年度末日における時価と

再評価後の帳簿価額との差額 

△709百万円 

   同法律第３条第３項に定める

再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律

施行令(平成10年３月31日公

布 政令第119号)第２条第５

号に定める鑑定評価による方

法としたが、一部については

同条第３号に定める土地課税

台帳に登録されている価格に

合理的な調整を行う方法とし

た。 

   同法律第３条第３項に定める

再評価の方法 

同左 

   同法律第３条第３項に定める

再評価の方法 

同左 

※４ 当連結会計年度の退職者が上

半期に集中したことにより、退

職金支払額が退職給付引当金を

超過したため、勤務費用を追加

計上している。 

※４    ――― ※４    ――― 

 ５ 受取手形裏書譲渡高 

2百万円 

 ５    ―――  ５ 受取手形裏書譲渡高 

24百万円 



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

(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16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(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16年４月１日 
至 平成17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 

荷造運送費 251百万円

給料手当等 483百万円

退職給付費用 127百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額 

荷造運送費 243百万円

給料手当等 522百万円

退職給付費用 77百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額 

荷造運送費 523百万円

給料手当等 1,008百万円

退職給付費用 202百万円

 ２ 売上高の季節的変動 

   当社グループの売上高は、連

結会計年度の上半期に比し、下

半期に著しく多くなる。 

２     ――― ２     ――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(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16年４月１日 
至 平成17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16年９月30日) (平成17年９月30日) (平成17年３月31日) 

現金及び預金勘定 623百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△12百万円

現金及び現金同等物 611百万円

現金及び預金勘定 562百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△10百万円

現金及び現金同等物 552百万円

現金及び預金勘定 864百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△18百万円

現金及び現金同等物 846百万円



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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 

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 

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 

(借主側) 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

(借主側) 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

(借主側) 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

  

取得 
価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び運搬具 4 3 0

その他 414 213 200

合計 418 217 201

  

取得
価額 
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び運搬具 171 19 152

その他 429 175 253

合計 600 194 405

取得
価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬具

25 4 20 

その他 431 204 226 

合計 456 209 246 

      

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 110百万円

１年超 94百万円

合計 205百万円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 150百万円

１年超 261百万円

合計 412百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 115百万円

１年超 135百万円

合計 250百万円

      

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 70百万円

減価償却費相当額 66百万円

支払利息相当額 3百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 89百万円

減価償却費相当額 82百万円

支払利息相当額 8百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 143百万円

減価償却費相当額 134百万円

支払利息相当額 7百万円

      

４ 減価償却費相当額の算定方法 

   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

っている。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

      

５ 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については利息法によってい

る。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

１ 前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 中間連結決算日前１ヶ月の市場価格の平均に基づき算定された価格等が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30～50％程度下落した場合には回復可能性等を考慮して必要と認められる額について減損処理を行うこととし

ている。 

  

(2) 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

２ 当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 

  

(注) 中間連結決算日前１ヶ月の市場価格の平均に基づき算定された価格等が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30～50％程度下落した場合には回復可能性等を考慮して必要と認められる額について減損処理を行うこととし

ている。 

  

(2) 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

  
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 93 103 10

  
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 49

  
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 84 127 43

  
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式 53



３ 前連結会計年度(平成17年３月31日) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 連結決算日前１ヶ月の市場価格の平均に基づき算定された価格等が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30～50％程度下落した場合には回復可能性等を考慮して必要と認められる額について減損処理を行うこととしてい

る。 

  

(2) 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(平成16年４月１日～平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年

９月30日)及び前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 

  

ヘッジ会計を適用しているため記載を省略している。 

  
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 84 107 23

  
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式 49



(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16年４月１日～平成16年９月30日) 

  

(注) １ 事業区分は、製品の種類別区分によっている。 

２ 各区分に属する主要な製品 

  

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233百万円であり、その主なものは提出会社の管

理部門に係る費用である。 

  

当中間連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年９月30日) 

  

(注) １ 事業区分は、製品の種類別区分によっている。 

２ 各区分に属する主要な製品 

  

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246百万円であり、その主なものは提出会社の管

理部門に係る費用である。 

  
工業製品事業 
(百万円) 

建材製品事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

3,978 3,251 7,230 ― 7,230

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 3,978 3,251 7,230 (―) 7,230

営業費用 3,952 3,213 7,166 233 7,400

営業利益又は営業損失(△) 26 37 63 (233) △ 170

事業区分 主要製品

工業製品事業 
輸送機器・化学工業用機器・プラント設備・熱交換器・医薬用検査装置 
金属製プール・工芸品・生活用品 

建材製品事業 建築金物・ショーケース・ストアフロント・押出形材・加工品

  
工業製品事業 
(百万円) 

建材製品事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

6,290 3,850 10,141 ― 10,141

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 6,290 3,850 10,141 (―) 10,141

営業費用 6,215 3,678 9,893 246 10,140

営業利益 75 171 247 (246) 0

事業区分 主要製品

工業製品事業 
輸送機器・化学工業用機器・プラント設備・熱交換器・医薬用検査装置 
金属製プール・工芸品・生活用品 

建材製品事業 
建築金物・トラック、自動車部材の輸送関連製品・リニューアル製品 
店装品・押出形材・加工品 



前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 

  

(注) １ 事業区分は、製品の種類別区分によっている。 

２ 各事業の主要製品 

  

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467百万円であり、その主なものは提出会社の管

理部門に係る費用である。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成16年４月１日～平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年９

月30日)及び前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略している。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(平成16年４月１日～平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年９

月30日)及び前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 

海外売上高は、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いる。 

  

  
工業製品事業 
(百万円) 

建材製品事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

10,706 7,661 18,368 ― 18,368

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 10,706 7,661 18,368 (―) 18,368

営業費用 9,968 7,357 17,326 467 17,793

営業利益 738 304 1,042 (467) 575

事業区分 主要製品

工業製品事業 
輸送機器・化学工業用機器・プラント設備・熱交換器・医薬用検査装置 
金属製プール・工芸品・生活用品 

建材製品事業 
建築金物・トラック、自動車部材の輸送関連製品・リニューアル製品 
店装品・押出形材・加工品 



(１株当たり情報) 

  

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(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。 

２ １株当たり中間純損失又は当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

(注) 後配株式の内容は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載

している。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はない。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 10.34円 １株当たり純資産額 13.16円 １株当たり純資産額 14.47円

１株当たり中間純損失 3.09円 １株当たり中間純損失 1.40円 １株当たり当期純利益 0.92円

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当期純利益(百万円) ― ― 123 

中間純損失(百万円) 413 187 ― 

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(百万円) 

― ― 123 

普通株式に係る中間 
純損失(百万円) 

413 187 ― 

期中平均株式数(千株) 

普通株式 

後配株式 

計 

  

92,119 

41,700 

133,819 

  

92,116 

41,700 

133,816 

  

92,118 

41,700 

133,818 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金 ※２ 523   447 660   

２ 受取手形   808   787 1,008   

３ 売掛金   2,677   3,860 3,775   

４ たな卸資産   6,616   6,310 6,539   

５ その他   685   774 968   

６ 貸倒引当金   △82   △5 △79   

流動資産合計    11,228 43.8 12,176 46.0   12,873 47.3

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※1,2        

(1) 建物   1,910   1,873 1,893   

(2) 機械装置   1,346   1,251 1,283   

(3) 土地 ※３ 8,552   8,523 8,523   

(4) その他   411   399 415   

計   12,220   12,047 12,116   

２ 無形固定資産   756   756 758   

３ 投資その他の資産 ※２        

(1) 長期貸付金   290   376 355   

(2) その他   1,453   1,498 1,495   

(3) 貸倒引当金   △320   △391 △363   

計   1,423   1,482 1,488   

固定資産合計    14,400 56.2 14,286 54.0   14,363 52.7

Ⅲ 繰延資産    2 0.0 ― ―   ― ―

資産合計    25,631 100.0 26,463 100.0   27,237 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形   3,188   4,314 3,632   

２ 買掛金   1,937   1,822 2,834   

３ 短期借入金 ※２ 10,655   10,948 10,821   

４ 関係会社短期借入金   3,380   3,790 3,630   

５ その他   906   885 954   

流動負債合計    20,067 78.3 21,761 82.2   21,874 80.3

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金 ※２ 3,670   2,231 2,822   

２ 再評価に係る 
  繰延税金負債 ※３ 220   210 210   

３ 退職給付引当金 ※４ 0   222 103   

４ その他   7   21 13   

固定負債合計    3,899 15.2 2,684 10.1   3,149 11.6

負債合計    23,967 93.5 24,445 92.3   25,024 91.9

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    2,054 8.0 2,054 7.8   2,054 7.5

Ⅱ 利益剰余金          

中間(当期) 
未処理損失   717   368 162   

利益剰余金合計    △717 △2.8 △368 △1.4   △162 △0.6

Ⅲ 土地再評価差額金 ※３  321 1.3 307 1.2   307 1.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    6 0.0 25 0.1   14 0.1

Ⅴ 自己株式    △0 △0.0 △0 △0.0   △0 △0.0

資本合計    1,664 6.5 2,017 7.7   2,212 8.1

負債資本合計    25,631 100.0 26,463 100.0   27,237 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    6,784 100.0 9,581 100.0   17,446 100.0

Ⅱ 売上原価    5,635 83.1 8,379 87.5   14,225 81.5

売上総利益    1,148 16.9 1,201 12.5   3,221 18.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,362 20.1 1,256 13.1   2,721 15.6

営業利益    ― ― ― ―   499 2.9

営業損失    214 △3.2 54 △0.6   ― ―

Ⅳ 営業外収益 ※１  91 1.4 100 1.1   190 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  308 4.6 230 2.4   582 3.4

経常利益    ― ― ― ―   108 0.6

経常損失    431 △6.4 185 △1.9   ― ―

税引前当期純利益    ― ― ― ―   108 0.6

税引前中間純損失    431 △6.4 185 △1.9   ― ―

法人税、住民税 
及び事業税   9   21 18   

法人税等調整額   ― 9 0.1 ― 21 0.2 △10 8 0.0

当期純利益    ― ― ― ―   100 0.6

中間純損失    440 △6.5 206 △2.1   ― ―

前期繰越損失    277 162   277 

土地再評価差額金 
取崩額    ― ―   14 

中間(当期)未処理 
損失    717 368   162 

           



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

    移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  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 

     中間決算日前１ヶ月の市

場価格の平均に基づき算定

された価格等による時価法 

    (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) 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

同左 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算日前１ヶ月の市場価

格の平均に基づき算定され

た価格等による時価法 

    (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 

     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) デリバティブ 

   時価法 

 (2) デリバティブ 

同左 

 (2) デリバティブ 

同左 

 (3) たな卸資産 

  ① 原材料 

    移動平均法による原価法 

 (3) たな卸資産 

  ① 原材料 

同左 

 (3) たな卸資産 

  ① 原材料 

同左 

  ② 製品・仕掛品 

    個別法及び総平均法による

原価法 

  ② 製品・仕掛品 

同左 

  ② 製品・仕掛品 

同左 

  ③ 貯蔵品 

    最終仕入原価法による原価

法 

  ③ 貯蔵品 

同左 

  ③ 貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定額法 

    なお、建物については、平

成10年度の税制改正により耐

用年数の短縮が行われている

が、改正前の耐用年数を継続

して使用している。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

    なお、自社利用ソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づく

定額法を採用している。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

同左 



  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 繰延資産の処理方法 

  新株発行費 

   商法施行規則に規定する期間

内にて毎期均等償却を行ってい

る。 

３      ――― ３ 繰延資産の処理方法 

  新株発行費 

   商法施行規則に規定する期間

内にて毎期均等償却を行ってい

る 

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

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上している。 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、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

ている。 

   退職給付会計適用に伴う会計

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

いる。 

   数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間による定額法により、発生年

度の翌事業年度から費用処理し

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、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上

している。 

   退職給付会計適用に伴う会計

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

いる。 

   数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間による定額法により、発生年

度の翌事業年度から費用処理し

ている。 

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

転するもの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 リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理 

    金利スワップ取引について

特例処理の要件を満たしてい

る場合は、特例処理を採用し

ている。 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

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 

    為替予約取引 

    金利スワップ取引 

    キャップ取引 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 

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 

    外貨建金銭債務 

    借入金 

   ヘッジ対象 

同左 

   ヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

   為替変動リスク及び金利変動

リスクを回避する目的で実施し

ている。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計

を比較して、ヘッジ有効性を評

価している。 

   ただし、特例処理によってい

る金利スワップ取引については

有効性の評価を省略している。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税抜

方式によっている。なお、仮払

消費税等と仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」

に含めて表示している。 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税抜

方式によっている。なお、未払

消費税等は流動負債の「その

他」に含めて表示している。 



 (会計処理の変更) 

  

  

(表示方法の変更) 

  

  

(追加情報) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  

――― 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間から「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

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号)

を適用している。 

これによる損益に与える影響はな

い。 

  

――― 

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

―――  前中間会計期間まで流動負債の「その他」に表示して

いた設備関係支払手形(前中間会計期間75百万円 当中

間会計期間72百万円)は「支払手形」に含めて表示する

こととした。 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第

12号)に従い、法人事業税の付加価

値割及び資本割10百万円を販売費及

び一般管理費に計上している。 

  

――― 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」(平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12号)

に従い、法人事業税の付加価値割及

び資本割21百万円を販売費及び一般

管理費に計上している。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

8,897百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

9,196百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

9,039百万円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 (1) 下記資産を長期借入金(１年

内返済予定額を含む)6,983百

万円、短期借入金1,861百万

円の担保に供している。 

建物 1,749百万円

機械装置 1,253百万円

土地 8,523百万円

有形固定資産 
「その他」 
(構築物) 

52百万円

投資その他の 
資産 
「その他」 
(投資有価証券) 

71百万円

計 11,649百万円

※２ 担保資産及び担保付債務 

 (1) 下記資産を長期借入金(１年

内返済予定額を含む)4,999百

万円、短期借入金1,094百万

円の担保に供している。 

建物 1,735百万円

機械装置 1,173百万円

土地 8,523百万円

有形固定資産
「その他」 
(構築物) 

61百万円

投資その他の
資産 
「その他」 
(投資有価証券) 

56百万円

計 11,550百万円

※２ 担保資産及び担保付債務 

 (1) 下記資産を長期借入金(１年

内返済予定額を含む)5,860百

万円、短期借入金1,274百万

円の担保に供している。 

建物 1,752百万円

機械装置 1,197百万円

土地 8,523百万円

有形固定資産
「その他」 
(構築物) 

55百万円

投資その他の
資産 
「その他」 
(投資有価証券) 

44百万円

計 11,573百万円

   なお、上記担保資産のうち、

工場財団抵当に供している資産

(建物、機械装置、土地、有形

固定資産「その他」(構築物)) 

5,427百万円を長期借入金(１年

以内返済予定額を含む)5,057百

万円の担保に供している。 

   なお、上記担保資産のうち、

工場財団抵当に供している資産

(建物、機械装置、土地、有形

固定資産「その他」(構築物)) 

5,348百万円を長期借入金(１年

以内返済予定額を含む)3,453百

万円の担保に供している。 

   なお、上記担保資産のうち、

工場財団抵当に供している資産

(建物、機械装置、土地、有形

固定資産「その他」(構築物)) 

5,369百万円を長期借入金(１年

内返済予定額を含む)4,100百万

円の担保に供している。 

 (2) 下記資産を請負履行保証の担

保に供している。 

投資その他の 
資産 
「その他」 
(会員権) 

4百万円

 (2) 下記資産を請負履行保証等の

担保に供している。 

現金及び預金
(定期預金) 

6百万円

投資その他の
資産 
「その他」 
(会員権) 

4百万円

 (2) 下記資産を請負履行保証等の

担保に供している。 

現金及び預金
(定期預金) 

6百万円

投資その他の
資産 
「その他」 
(会員権) 

4百万円



  

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

※３ 土地の再評価に関する法律

(平成10年３月31日公布 法律

第34号)及び土地の再評価に

関する法律の一部を改正する

法律(平成13年３月31日公布

法律第19号)に基づき事業用

の土地の再評価を行い、再評

価差額については、当該評価

差額に係る税金相当額を「再

評価に係る繰延税金負債」と

して負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評

価差額金」として資本の部に

計上している。 

※３     同左 ※３     同左 

   再評価を行った年月日 

平成13年３月31日 

   再評価を行った年月日 

同左 

   再評価を行った年月日 

同左 

       再評価を行った土地の期末日

における時価と再評価後の帳

簿価額との差額 

△709百万円 

   同法律第３条第３項に定める

再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律

施行令(平成10年３月31日公

布 政令第119号)第２条第５

号に定める鑑定評価による方

法としたが、一部については

同条第３号に定める土地課税

台帳に登録されている価格に

合理的な調整を行う方法とし

た。 

    なお、再評価差額金は、土

地の再評価に関する法律(平

成10年３月31日公布 法律第

34号)及び土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法

律(平成13年３月31日公布 法

律第19号)の規定により、配

当に充当することが制限され

ている。 

   同法律第３条第３項に定める

再評価の方法 

同左 

   同法律第３条第３項に定める

再評価の方法 

同左 

※４  当事業年度の退職者が上半

期に集中したことにより、退

職金支払額が退職給付引当金

を超過したため、勤務費用を

追加計上している。 

※４    ――― ※４    ――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 2百万円

施設賃貸料 46百万円

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 4百万円

施設賃貸料 43百万円

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 9百万円

施設賃貸料 92百万円

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 257百万円

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 211百万円

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 497百万円

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 183百万円

無形固定資産 12百万円

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 168百万円

無形固定資産 12百万円

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 355百万円

無形固定資産 26百万円

 ４ 売上高の季節的変動 

   当社の売上高は、上半期に比

し、下半期に著しく多くなる。 

４    ――― ４    ――― 



(リース取引関係) 

  

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても時価のある子会社株式及び関連会社

株式は所有していない。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はない。 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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 

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 

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 

(借主側) 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

  

取得 
価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

その他 410 209 201

(借主側) 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

(借主側) 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

  

取得
価額 
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置 145 16 128
その他 438 176 262
合計 583 193 390

取得
価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

その他 439 208 230 

      

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 110百万円

１年超 94百万円

合計 205百万円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 148百万円

１年超 248百万円

合計 397百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 112百万円

１年超 121百万円

合計 233百万円

      

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 69百万円

減価償却費相当額 65百万円

支払利息相当額 3百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 87百万円

減価償却費相当額 81百万円

支払利息相当額 8百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 141百万円

減価償却費相当額 133百万円

支払利息相当額 7百万円

      

４ 減価償却費相当額の算定方法 

   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

っている。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

      

５ 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については利息法によってい

る。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

  

  

  
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第121期) 

自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日

  
平成17年６月29日 
近畿財務局長へ提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はない。 

  

  



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月20日

株式会社日本アルミ 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社日本アルミの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成

16年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計

算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社日本アルミ及び連結子会社の平成16年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  乾     一  良  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  松  本     浩  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月22日

株式会社日本アルミ 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社日本アルミの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成

17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計

算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社日本アルミ及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  乾     一  良  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  松  本     浩  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月20日

株式会社日本アルミ 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社日本アルミの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第121期事業年度の中間会計期間（平成16年4月1日から平成

16年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社日本アルミの平成16年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年4月1日

から平成16年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  乾     一  良  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  松  本     浩  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月22日

株式会社日本アルミ 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社日本アルミの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第122期事業年度の中間会計期間（平成17年4月1日から平成

17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社日本アルミの平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年4月1日

から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  乾     一  良  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  松  本     浩  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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