
【表紙】 
  

  

  

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年12月14日 

【中間会計期間】 第108期中（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

【会社名】 東邦亜鉛株式会社 

【英訳名】 Toho Zinc Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  手島 達也 

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町１丁目６番１号 

【電話番号】 東京（3272）5611（代表） 

【事務連絡者氏名】 経理部長  今井 通弘 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町１丁目６番１号 

【電話番号】 東京（3272）5611（代表） 

【事務連絡者氏名】 経理部長  今井 通弘 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜１丁目８番16号） 

東邦亜鉛株式会社大阪支店 

（大阪市西区京町堀１丁目３番13号（辰巳ビル）） 



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】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第108期中より「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）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）を適用しております。 

 

回次 第106期中 第107期中 第108期中 第106期 第107期 

会計期間 

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18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高(百万円) 30,332 34,287 56,471 63,731 75,915

経常利益(百万円) 1,737 3,038 8,981 4,086 6,645

中間（当期）純利益(百万円) 884 1,629 5,137 2,168 3,422

純資産額(百万円) 26,414 29,203 41,036 28,013 31,925

総資産額(百万円) 78,282 81,886 112,824 81,030 98,288

１株当たり純資産額(円) 209.93 232.10 302.16 222.46 253.53

１株当たり中間(当期)純利益(円) 7.03 12.95 38.78 17.05 26.98

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(％) 33.7 35.7 36.4 34.6 32.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー(百万円) 

3,453 2,037 △3,069 5,645 △2,962

投資活動による 
キャッシュ・フロー(百万円) 

△1,427 △1,256 △2,910 △3,662 △3,723

財務活動による 
キャッシュ・フロー(百万円) 

△1,335 △1,107 6,174 △1,225 8,423

現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高(百万円) 

4,702 4,442 6,708 4,769 6,506

従業員数(名) 983 939 916 971 923



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益金額」及び「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、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。 

  

 

回次 第106期中 第107期中 第108期中 第106期 第107期 

会計期間 

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18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高(百万円) 26,696 30,721 52,265 55,541 67,273

経常利益(百万円) 1,411 2,742 8,801 3,158 5,937

中間（当期）純利益(百万円) 765 1,549 5,207 1,671 3,218

資本金(百万円) 10,240 10,240 14,630 10,240 10,240

発行済株式総数（株） 125,855,217 125,855,217 135,855,217 125,855,217 125,855,217

純資産額(百万円) 26,627 28,815 40,479 27,780 31,322

総資産額(百万円) 76,104 79,377 109,998 77,714 95,179

１株当たり配当額(円) － － － 5.00 5.00

自己資本比率(％) 35.0 36.3 36.8 35.7 32.9

従業員数(名) 685 663 642 670 653



２【事業の内容】 

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

ん。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員であります。 

２．従業員数の中には、臨時・嘱託等81名が含まれております。 

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであり

ます。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員であります。 

２．従業員数の中には、臨時・嘱託等４名が含まれております。 

  

(3）労働組合の状況 

 労使関係について特記すべき事項はありません。 

  

  

  （平成18年９月30日現在）

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

製錬事業 417 

電子部材事業 140 

環境・リサイクル事業 48 

その他事業 271 

全社（共通） 40 

合計 916 

  （平成18年９月30日現在）

従業員数（名） 642 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

    当中間期におけるわが国経済は、米国経済の後退懸念や原油価格の動向などの不安要素を抱えつつも、企業収益の向上を背

景に設備投資が増加するとともに、雇用・所得環境の改善が進んだことで個人消費も拡大し、順調に景気回復が進みました。 

 当社グループをめぐる事業環境は、原料鉱石不足による買鉱条件の悪化等のマイナス要因があった反面、世界的な原料鉱石

不足や投機資金の流入等によるＬＭＥ（ロンドン金属取引所）相場の高騰と好景気を背景とする旺盛な需要に支えられ前期に

引き続き良好に推移しました。 

 当社グループといたしましては、こうした追い風に加え、従前にも増して生産の効率性の向上、徹底したコスト削減の推進

等を積み重ねるなどの損益構造の改善に取り組みました。 

 この結果、当社グループの当中間期の業績は、史上最高益であった前年同期をさらに大幅に上回る成果を実現することとな

りました。 

すなわち、当中間期の連結売上高は564億71百万円と前年同期比221億83百万円(65%)増となり、損益面では、営業利益が89億

99百万円と前年同期比58億18百万円(183%)増、経常利益が89億81百万円と前年同期比59億43百万円(196%)増とそれぞれ大幅な

増益となりました。 

 また、当中間純利益につきましても、51億37百万円を計上し、前年同期比35億7百万円(215%)増の大幅な増益となりました。

  

事業のセグメント別の業績を示すと次のとおりであります。 

  

①製錬事業 

〔課題と取り組み〕 

当事業部門は、ＬＭＥ相場の高騰と円安基調により主要製品の国内価格は高水準で推移し、需要も堅調でありました。しか

し、原料鉱石の需給逼迫、買鉱条件の悪化、諸資材の高騰など厳しい事業環境下にありました。 

こうした状況を克服し、さらなる国際競争力強化のため、次の諸施策に取り組んでおります。 

１）当社グループは、平成15年９月に亜鉛製錬事業の安定的な原料供給先の確保と鉱山事業の展開を図るべく豪州の鉱山会社

であるCBH Resources Ltd.に資本参加し、同社が保有するエンデバー鉱山から順調に鉱石の供給を受けておりましたが、

昨年10月に崩落事故が発生しました。同年12月に操業を再開し、その後徐々に生産ペースを上げ、本年９月にフル生産に

戻りました。引き続き、当社グループが目指す一貫製錬メーカーへの転換実現に向けて、CBH Resources Ltd.が開発権を

持つパノラマ鉱山(旧称サルファースプリングス鉱山)、ラスプ鉱山などの優良鉱山の開発に積極的に取り組みます。 

２）当社グループの鉛製錬は、鉱石と使用済み鉛バッテリーなどのリサイクル原料の双方を使える優位な特徴を持っておりま

す。昨今、使用済み鉛バッテリーは海外流出により、入手が厳しい状況にありますが、当社グループといたしましては、

わが国最大の鉛生産者としての供給責任を果たせるよう、当社グループの強みを活かし原料事情に即して鉛鉱石量を増や

すなど柔軟に対応しております。 

３）また、亜鉛事業につきましても、現在精力的に取り組んでいる使用済み乾電池からの亜鉛分回収等、積極的にリサイクル

原料の処理促進に努め、コスト低減に不断の取り組みを展開してまいります。なお、亜鉛鉱石に微量に含有するインジウ

ムの生産を安中製錬所において19年振りに再開し、本年４月から本格的に販売を開始いたしました。液晶テレビやプラズ

マテレビなどに不可欠な素材として、今後も需要の拡大が見込まれており、亜鉛事業のさらなる収益向上を目指します。 

  

〔主な製品の概況〕 

〈亜鉛〉 

 国内需要は、主用途である自動車用亜鉛メッキ鋼板向けを中心に堅調に推移しました。 

売上高は、主にＬＭＥ相場の高騰により前年同期比156%の大幅な増収となりました。 

〈鉛〉 

国内需要は、主用途であるバッテリー向けに加え電線向けの需要も旺盛で好調でありました。 

売上高は、価格の上昇により前年同期比30%の増収となりました。 

  

〈銀〉 

写真感光材向けは、デジタルカメラの普及により減少傾向にありますが、工業製品向けは引き続き好調でありました。 

なお、こうした需要に対応するため平成16年度下半期から生産能力を月間30トン体制に増強しております。 

売上高は、価格の上昇と増販により前年同期比80%の大幅な増収となりました。 

  



 以上のほか、硫酸などその他の製品を合わせた当事業部門の売上高は、425億60百万円と前年同期比193億13百万円(83%)増、

また、営業利益も72億29百万円と53億59百万円(286%)増のいずれも大幅な増収増益となりました。 

  

②電子部材事業 

〔課題と取り組み〕 

１）競争激化の中、事業の選択と集中を加速させ、電子部品事業の基盤整備をさらに進めてまいります。 

２）大型ハイパワーチョークなど当社グループ独自の素材を活かした製品の投入をはじめ、市場のニーズを先取りした製品開

発・事業化に向け取り組みを強化してまいります。 

３）当社が世界のトップシェアを誇る電解鉄（商品名マイロン・アトミロン）について、一層の高付加価値・高純度化を進

め、さらに高い収益力を持つ事業にすべく努めてまいります。 

  

〔主な製品の概況〕 

〈電子部品〉 

主力製品である電気機器用雑音防止コイル（商品名タクロン）や高周波トランスは、ＯＡ機器及びＡＶ（音響・映像）機器

などに使用され順調に売上を伸ばすことができました。 

また、ここ数年来苦戦を強いられていたＳＭＤチョークコイル(面実装型コイル)も車載向けなどに好調でありました。 

このため売上高は、前年同期比21%の増収となりました。 

  

〈電子材料〉 

電解鉄については、米国・欧州の航空機産業向けや特殊鋼向け(車載用、試験研究用)が引き続き好調を持続しました。 

また、ＩＴ、デジタル機器などの接点に使用されるプレーティング製品（金、銀、錫、ニッケル等のメッキ材）につきまし

ても、旺盛な携帯電話、デジタルカメラ及び車載用の需要に支えられ好調でありました。 

このため電子材料全体としての売上高は、前年同期比36%の増収となりました。 

  

〈機器部品〉 

主力の粉末冶金製品の売上高は、前年同期並みでしたが、工業用水栓金具は堅調な需要に支えられ大幅な増収となりまし

た。また、亜鉛製のタイヤ用バランスウエイトも引き続き欧米向けに好調でありました。 

このため売上高は、前年同期比47%の増収となりました。 

  

以上の結果、当事業部門の売上高は、53億28百万円と前年同期比12億10百万円（29%）増、また、営業利益も5億93百万円と1

億80百万円(44%)増のいずれも増収増益となりました。 

  

③環境・リサイクル事業 

〔課題と取り組み〕 

当事業部門を当社グループの戦略部門の柱と位置づけ、業容の一層の拡大を図っております。 

長年培った製錬技術・設備等と首都圏に近い優位性を活かして、産業廃棄物中の有価金属の回収・処理事業を積極的に展開

することにより、当社グループは国家的な要請である循環型社会の構築に向けた取り組みの一端を担ってまいります。 

その一環として、本年４月から群馬県高崎市において医療産業廃棄物処理事業を目的とした古河機械金属㈱との合弁会社

「群馬環境リサイクルセンター㈱」が本格的に操業を開始し、国内最大級・最新鋭の処理工場として今後の事業拡大が期待さ

れております。 

  

〔主な製品・事業の概況〕 

〈酸化亜鉛〉 

電炉ダスト中の亜鉛分を回収して製造される酸化亜鉛（商品名銀嶺Ｒ）は、主な需要先であるタイヤメーカーの好調により

フル生産が続いております。 

売上高は、価格の上昇により前年同期比68%の大幅な増収となりました。 

  

〈その他のリサイクル事業〉 

廃油、廃酸の処理・再生などのリサイクル事業も堅調でありました。また、安中製錬所の使用済み乾電池の処理ならびに小

名浜製錬所でのニカド電池処理事業は、いずれも順調に推移しております。 

  

以上の結果、当事業部門の売上高は、42億14百万円と前年同期比18億24百万円（76%）増、また、営業利益も7億3百万円と3

億29百万円(88%)増のいずれも大幅な増収増益となりました。 



  

④その他事業 

防音建材事業部門 

床用制振遮音材の拡販に加え、大型病院等のＸ線防護壁用の施工コストを低減する「長尺鉛シート工法」も着実に伸びてき

ました。しかし、防音ドア等が伸び悩み売上高は前年同期並みとなりました。 

  

土木・建築・プラントエンジニアリング事業部門 

受注件数は増えたものの、海外での大型案件の完工があった前年同期に比べ15%の減収となりました。 

  

運輸その他事業部門 

運輸部門は、燃料代等のコストアップに対応するため、自動車の稼働率アップ、傭車形態の見直しを図るなど、さらなるコ

スト低減の取り組みを展開するとともに、産業廃棄物の取り扱い等の事業拡大に努めました。 

また、商社部門においても、アルミ合金などの非鉄金属製品の販売が伸びたため大幅な増収となりました。 

  

 以上のほか、環境分析事業を合わせた当該事業部門の売上高は、43億68百万円と前年同期比1億65百万円(4%)の減収となりま

したが、営業利益は6億31百万円と25百万円(4%)の増益となりました。 

  

 



(2）キャッシュ・フロー 

    当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金 」という)は、前中間連結会計期間末に比べ22億

65百万円増加し、当中間連結会計期間末は67億8百万円となりました。 

  

 その内容は、次に記載するとおりであります。 

  

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

   営業活動によるキャッシュ・フローは30億69百万円の赤字となり、前中間連結会計期間に比べ51億6百万円減少いたしまし

た。 

  その要因は、ＬＭＥ相場の大幅かつ急激な上昇であります。商慣習として原料の鉱石代金は入荷次第支払が発生しますが、

製錬し売掛販売すると、入金は約４～５カ月後となります。従って、売掛債権、たな卸資産の大幅な増加に結びつきキャッ

シュ・フロー不足が発生します。しかし、この不足発生は一時的なもので、ＬＭＥ相場が落ち着き次第徐々に解消いたしま

す。 

    資金の増加の主なものは、税金等調整前中間純利益86億54百万円、減価償却費11億13百万円によるものです。 

 一方、たな卸資産の増加による33億32百万円、売上債権の増加による38億16百万円、仕入債務の減少による16億31百万円と

法人税等の支払いによる20億87百万円の資金の減少がありました。 

  

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

    投資活動により使用した資金は29億10百万円となり、前中間連結会計期間に比べ16億53百万円増加しました。 

その主なものは、亜鉛・鉛製錬設備など有形固定資産の取得による支出額9億16百万円と関係会社持分の取得による支出額4

億61百万円でありました。 

  

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

    財務活動により得られた資金は61億74百万円となり、前中間連結会計期間に比べ72億82百万円増加しました。 

    資金の増加の主なものは、時価発行公募増資による87億76百万円の収入であり、鉱山開発のための投融資と設備投資に充当

する予定であります。 

    一方、親会社の配当支出6億29百万円、長期借入金9億66百万円の返済とコマーシャルペーパー10億円の返済による支出があ

りました。 

  

 



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、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

但し、電子部材事業、環境・リサイクル事業、その他事業の生産高は、販売金額と同額であります。 

２．製錬事業には、秋田製錬㈱他委託分が含まれております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

 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、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

 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、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

製錬事業（百万円） 41,470 183.6 

電子部材事業（百万円） 5,312 129.3 

環境・リサイクル事業（百万円） 2,907 132.4 

その他事業（百万円） 767 100.7 

合計（百万円） 50,457 170.2 

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 
（％） 

製錬事業 706 126.9 75 78.5 

電子部材事業 5,389 132.3 1,205 130.4 

環境・リサイクル事業 174 107.5 52 133.6 

その他事業 1,036 46.8 350 16.5 

合計 7,306 104.3 1,683 52.8 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

製錬事業（百万円） 42,560 183.1 

電子部材事業（百万円） 5,328 129.4 

環境・リサイクル事業（百万円） 4,214 176.4 

その他事業（百万円） 4,368 96.4 

合計（百万円） 56,471 164.7 



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）の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

  当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５【研究開発活動】 

    当社グループは長年培ってきた素材、製錬等の技術をベースに循環型社会形成への貢献という視点から、従来に増して廃棄

物リサイクル、再資源化技術の研究開発に努力しております。また、電子部品、電子材料及び機能材料の開発など社会のニー

ズに合致した製品開発のため長期的視野に立って研究開発を鋭意行っております。 

    研究開発拠点としては、安中技術研究所をはじめ、各製錬所に現場密着型の研究組織を配置し、製錬インフラを活用した環

境・リサイクル事業の推進と開発に重点を置いた研究を行っております。また、電子部品、電子材料、高純度電解鉄、その他

機能材料について、東邦亜鉛テクニカルセンターが研究開発を担っており、その充実を図っております。同時に大学、研究機

関との共同研究、提携研究も積極的に行っております。 

    なお、当中間連結会計期間中に支出した研究開発費は１億23百万円、研究人員は43名であります。 

  

セグメント別の主な研究開発 

 １．製錬事業 

(1）製錬部門は徹底的なコストダウン、品質向上のためのプロセス改善に取り組んでおります。 

(2）金属加工品、化成品は需要家ニーズに迅速に応え、よりハイテク分野への飛躍を目指すための研究開発を行っておりま

す。 

(3）また、鉱石中に微量に含まれるインジウムの回収を実操業させるなど、他の微量金属類にも注目しております。 

 ２．電子部材事業 

(1）電子部品 

ノイズフィルター、トランスは高周波化、高電流密度に対応する新磁性材開発、デザイン開発を行っております。特に自

動車搭載向けのデバイス開発に注力しております。 

(2）電子材料・電池材料 

プレーティング材料は多品種の製品開発、プロセス改善研究を続けており、成果を挙げております。 

(3）高純度電解鉄 

優秀な機能をさらに引き出し、製品化するため、研究開発を強化し取り組んでおります。 

また、大学、研究機関との提携研究をさらに進めております。 

 ３．環境・リサイクル事業 

(1）１次、２次廃乾電池のリサイクル処理プロセスの開発、改善研究に取り組んでおります。 

(2）低品位かつ難処理の有価物を含む原料からのリサイクル技術開発体制を整備しており、これらの原料を鉱石代替品として

活用する比率が増しております。 

  

    以上のように従来の技術の応用のほか、顧客ニーズ第一に新規素材、新規製品を世に送り出すため、研究人員、研究インフ

ラ、生産設備を並行して充実する努力を続けております。 

  



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ありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等についての重要な変更はありませ

ん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  

  



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】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注） 一般募集による新株式発行 

発行価格     １株につき   金 915円 

発行価額     １株につき 金 877.64円 

資本組入額    １株につき   金 439円 

払込金総額          8,776百万円 

  

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 264,000,000 

計 264,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年12月14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 135,855,217 135,855,217

東京証券取引所
（市場第一部） 
大阪証券取引所 
（市場第一部） 

－ 

計 135,855,217 135,855,217 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（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18年６月５日 
（注） 

10,000,000 135,855,217 4,390 14,630 4,386 6,950 



(4）【大株主の状況】 

 （注） 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が17,000株含まれております。なお、「議決権の

数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数17個が含まれておりません。 

  

 

    平成18年９月30日現在

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（％） 

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社 

中央区晴海１丁目８－11 12,732 9.37 

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社 

港区浜松町２丁目11-３ 10,126 7.45 

三菱UFJ信託銀行株式会社 千代田区丸の内１丁目４－５ 6,368 4.69 

三菱商事株式会社 千代田区丸の内２丁目３－１ 5,515 4.06 

丸紅株式会社 千代田区大手町１丁目４－２ 3,000 2.21 

資産管理サービス信託銀行株式会
社 

中央区晴海１丁目８－12 2,854 2.10 

株式会社みずほコーポレート銀行
（常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社） 

千代田区丸の内１丁目３－３
(中央区晴海１丁目８－12) 

2,517 1.85 

日本興亜損害保険株式会社 千代田区霞が関３丁目７－３ 2,331 1.72 

日新火災海上保険株式会社 千代田区神田駿河台２丁目３ 2,112 1.55 

扇谷興業株式会社 大阪市西区土佐堀１丁目３－７ 2,003 1.47 

計 － 49,559 36.48 

  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社  12,732千株

  日本マスタートラスト信託銀行株式会社  10,126 〃 

  三菱UFJ信託銀行株式会社  1,018 〃 

  資産管理サービス信託銀行株式会社  2,854 〃 

  平成18年９月30日現在

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） 普通株式   44,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 135,446,000 135,429 － 

単元未満株式 普通株式  365,217 － － 

発行済株式総数 135,855,217 － － 

総株主の議決権 － 135,429 － 



②【自己株式等】 

  

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・最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。 

  

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において、役員の異動はありません。 

  

 

     平成18年９月30日現在

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 

（％） 

東邦亜鉛株式会社 
東京都中央区日本橋
本町１丁目６番１号 

44,000 － 44,000 0.03

計 － 44,000 － 44,000 0.03

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,240 1,150 912 892 963 1,055 

最低（円） 1,071 884 677 726 822 856 



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おります。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

  

(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おります。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

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

連結財務諸表及び前中間会計期間（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は中央青山監査法人

により中間監査を受け、また、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当

中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表についてはみすず監査法人により中間監査を受け

ております。 

 なお、中央青山監査法人は、平成18年９月１日付をもって名称をみすず監査法人に変更しております。 

  

  



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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（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    4,477 6,512  6,541 

２．預け金 ※1  － 231  － 

３．受取手形及び売掛
金 

※3  17,461 26,983  23,360 

４．たな卸資産    12,997 21,980  18,647 

５．繰延税金資産    668 2,395  799 

６．その他 ※6  2,213 7,396  3,317 

貸倒引当金    △55 △69  △63 

流動資産合計    37,763 46.1 65,430 58.0  52,602 53.5

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※2     

(1）建物及び構築物 ※4 5,653  5,582 5,654  

(2）機械装置及び運
搬具 

※4 10,426  10,889 10,481  

(3）土地 ※4 16,912  16,912 16,912  

(4）その他   1,588 34,580 42.2 880 34,265 30.4 1,423 34,471 35.1

２．無形固定資産    126 0.2 111 0.1  116 0.1

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券 ※4 6,486  7,469 8,007  

(2）繰延税金資産   685  1,224 17  

(3）その他 ※6 3,068  5,069 3,818  

貸倒引当金   △825 9,416 11.5 △744 13,018 11.5 △745 11,098 11.3

固定資産合計    44,122 53.9 47,394 42.0  45,686 46.5

資産合計    81,886 100.0 112,824 100.0  98,288 100.0

        



  
 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（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 

※3  5,783 8,513  7,770 

２．短期借入金 ※4  20,183 24,476  23,887 

３．コマーシャルペー
パー 

   2,500 4,000  5,000 

４．役員賞与引当金    － 14  － 

５．その他 ※3,6  6,786 13,092  8,437 

流動負債合計    35,253 43.0 50,096 44.4  45,095 45.9

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金 ※4  7,503 9,277  10,833 

２．再評価に係る繰延
税金負債 

   5,789 5,789  5,789 

３．退職給付引当金    3,775 3,703  3,745 

４．その他引当金    173 192  179 

５．その他    187 2,729  719 

固定負債合計    17,429 21.3 21,691 19.2  21,266 21.6

負債合計    52,683 64.3 71,788 63.6  66,362 67.5

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    10,240 12.5 － －  10,240 10.4

Ⅱ 資本剰余金    5,490 6.7 － －  5,490 5.6

Ⅲ 利益剰余金    4,309 5.3 － －  6,102 6.2

Ⅳ 土地再評価差額金    7,585 9.3 － －  7,585 7.7

Ⅴ その他有価証券評価
差額金 

   1,505 1.8 － －  2,419 2.5

Ⅵ 為替換算調整勘定    77 0.1 － －  95 0.1

Ⅶ 自己株式    △6 △0.0 － －  △9 △0.0

資本合計    29,203 35.7 － －  31,925 32.5

負債資本合計    81,886 100.0 － －  98,288 100.0

        



  

  

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１．資本金    － － 14,630 13.0  － －

２．資本剰余金    － － 9,877 8.8  － －

３．利益剰余金    － － 10,582 9.4  － －

４．自己株式    － － △15 △0.1  － －

株主資本合計    － － 35,075 31.1  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金 

   － － 2,133 1.9  － －

２．繰延ヘッジ損益    － － △3,849 △3.4  － －

３．土地再評価差額金    － － 7,585 6.7  － －

４．為替換算調整勘定    － － 91 0.1  － －

評価・換算差額等合
計 

   － － 5,961 5.3  － －

純資産合計    － － 41,036 36.4  － －

負債純資産合計    － － 112,824 100.0  － －

        



②【中間連結損益計算書】 

 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（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    34,287 100.0 56,471 100.0  75,915 100.0

Ⅱ 売上原価    28,306 82.5 44,481 78.8  63,084 83.1

売上総利益    5,980 17.5 11,989 21.2  12,831 16.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※1     

１．販売費   1,410  1,463 2,794  

２．一般管理費   1,389 2,799 8.2 1,526 2,989 5.3 2,840 5,634 7.4

営業利益    3,181 9.3 8,999 15.9  7,196 9.5

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   11  19 22  

２．受取配当金   65  79 89  

３．為替差益   －  191 －  

４．デリバティブ利益   －  － 207  

５．国庫補助金受贈益   19  25 19  

６．持分法による投資
利益 

  70  － －  

７．その他   48 214 0.6 64 380 0.7 151 489 0.7

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   183  214 370  

２. 為替差損   97  － 395  

３．デリバティブ損失   25  34 －  

４．環境対策費用   29  5 33  

５．株式交付費   －  54 －  

６．持分法による投資
損失 

  －  35 181  

７．その他   20 357 1.0 52 397 0.7 61 1,040 1.4

経常利益    3,038 8.9 8,981 15.9  6,645 8.8

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 ※２ 0  － 0  

２. 投資有価証券売却
益 

  141  0 141  

３．貸倒引当金戻入益   20  4 28  

４．前期損益修正   －  － 28  

５．その他   6 168 0.4 0 4 0.0 18 217 0.3

        



  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損 ※３ 193  310 352  

２. 減損損失 ※４ 152  － 231  

３. 投資有価証券評価
損 

  －  17 －  

４．その他   8 354 1.0 3 331 0.6 2 586 0.8

税金等調整前中間
(当期)純利益 

   2,851 8.3 8,654 15.3  6,276 8.3

法人税、住民税及
び事業税 

  1,188  3,523 2,856  

法人税等調整額   33 1,222 3.6 △5 3,517 6.2 △1 2,854 3.8

中間(当期)純利益    1,629 4.7 5,137 9.1  3,422 4.5

        



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

  

 

    

前中間連結会計期間
  

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書 

（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（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    5,490 5,490

Ⅱ 資本剰余金増加高    

 １．自己株式処分差益   0 0 0 0

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   5,490 5,490

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高    3,332 3,332

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．中間(当期)純利益   1,629 1,629 3,422 3,422

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金   629 629

２．取締役賞与金   23 652 23 652

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   4,309 6,102

     



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

10,240 5,490 6,102 △9 21,824

中間連結会計期間中の変動額   

新株の発行による増加 4,390 4,386  8,776

剰余金の配当（注）  △629  △629

取締役賞与（注）  △28  △28

中間純利益  5,137  5,137

自己株式の取得  △6 △6

自己株式の処分  0 0 0

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

  

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

4,390 4,386 4,480 △6 13,250

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

14,630 9,877 10,582 △15 35,075

  

評価・換算差額等

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金
為替換算調整

勘定 
評価・換算差額等

合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

2,419 － 7,585 95 10,101 31,925

中間連結会計期間中の変動額   

新株の発行による増加      8,776

剰余金の配当（注）      △629

取締役賞与（注）      △28

中間純利益      5,137

自己株式の取得      △6

自己株式の処分      0

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△285 △3,849 － △4 △4,140 △4,140

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△285 △3,849 － △4 △4,140 9,110

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

2,133 △3,849 7,585 91 5,961 41,036



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロ
ー計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記
番号 

金額（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)
純利益 

 2,851 8,654 6,276 

減価償却費  1,109 1,113 2,293 

減損損失  152 － 231 

投資有価証券評価損  － 17 － 

貸倒引当金の増減額  △18 5 △58 

役員賞与引当金の増減額  － 14 － 

退職給付引当金の増減額  △32 △42 △62 

受取利息及び受取配当金  △76 △98 △111 

支払利息  183 214 370 

持分法による投資利益  △70 － － 

持分法による投資損失  － 35 181 

投資有価証券売却益  △141 △0 △141 

有形固定資産売却益  △0 － △0 

有形固定資産除却損  193 310 354 

売上債権の増減額  444 △3,816 △5,552 

たな卸資産の増減額  69 △3,332 △5,579 

仕入債務の増減額  △616 △1,631 1,667 

未払消費税の増減額  △196 449 △195 

その他の増減額  △477 △2,762 △487 

小計  3,374 △868 △814 

利息及び配当金の受取額  127 98 218 

利息の支払額  △196 △211 △347 

法人税等の支払額  △1,267 △2,087 △2,019 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 2,037 △3,069 △2,962 



 

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

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロ
ー計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

定期預金の払戻による収
入 

 0 － 0 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △1,070 △916 △2,885 

有形固定資産の売却によ
る収入 

 3 0 6 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △272 △3 △242 

投資有価証券の売却によ
る収入 

 238 3 238 

関係会社持分の取得によ
る支出 

 － △461 △592 

貸付による支出  － △7 － 

貸付金の回収による収入  18 18 22 

その他の支出  △175 △1,544 △271 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,256 △2,910 △3,723 

Ⅲ 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  △11 － 3,338 

長期借入による収入  － － 4,650 

長期借入金の返済による
支出 

 △966 △966 △1,932 

コマーシャルペーパーの
純増減額 

 500 △1,000 3,000 

株式の発行による収入  － 8,776 － 

配当金の支払額  △629 △629 △629 

自己株式の取得による支
出 

 △0 △6 △3 

その他  0 0 0 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,107 6,174 8,423 



  

  

  次へ 

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

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロ
ー計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 － 7 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額 

 △327 202 1,736 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 4,769 6,506 4,769 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

※ 4,442 6,708 6,506 

   



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社：６社 (1）連結子会社：６社 (1）連結子会社の数：６社 

連結会社の名称 連結会社の名称 連結会社の名称 

㈱ティーディーイー 

東邦トレード㈱ 

安中運輸㈱ 

契島運輸㈱ 

東邦キャリア㈱ 

㈱中国環境分析センター 

㈱ティーディーイー 

東邦トレード㈱ 

安中運輸㈱ 

契島運輸㈱ 

東邦キャリア㈱ 

㈱中国環境分析センター 

㈱ティーディーイー 

東邦トレード㈱ 

安中運輸㈱ 

契島運輸㈱ 

東邦キャリア㈱ 

㈱中国環境分析センター 

(2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 

藤岡興産㈱ 藤岡興産㈱ 藤岡興産㈱ 

（連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、いずれも総資

産、売上高、中間純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金（持分

に見合う額）等において重要性が

乏しく、中間連結財務諸表に与え

る影響が少ないという理由により

ます。 

 同左  非連結会社は、いずれも総資

産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等において重要性が乏

しく、連結財務諸表に与える影響

が少ないという理由によります。 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 (1) 持分法適用の関連会社数 (1) 持分法適用の関連会社数 

 １社   １社   １社 

持分法適用会社の名称 持分法適用会社の名称 持分法適用会社の名称 

CBH Resources Ltd. CBH Resources Ltd. CBH Resources Ltd. 

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち、主要

な会社等の名称：藤岡興産㈱ 

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち、主要

な会社等の名称：藤岡興産㈱ 

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち、主要

な会社等の名称：藤岡興産㈱ 

 非連結子会社（９社）及び関

連会社（３社）は、それぞれ中

間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象

から除いても中間連結財務諸表

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

めこれらの会社については、持

分法を適用せず、原価法によっ

ております。 

非連結子会社（８社）及び関

連会社（５社）は、それぞれ中

間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象

から除いても中間連結財務諸表

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

めこれらの会社については、持

分法を適用せず、原価法によっ

ております。 

 非連結子会社（８社）及び関

連会社（５社）は、それぞれ当

期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及

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こ

れらの会社についての投資につ

いては、持分法を適用せず、原

価法によっております。 



 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3) 持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異な

る会社については、各社の直近

の財務諸表を使用しておりま

す。 

(3)     同左 (3) 持分法適用会社のうち、決算

日が連結決算日と異なる会社に

ついては、各社の直近の財務諸

表を使用しております。 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３．連結子会社の決算日等に関する

事項 

 連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

同左  連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 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）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

満期保有目的債券 満期保有目的債券 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 同左 同左 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

中間連結決算日前1ヶ

月間の市場価格等の平

均に基づいて算定され

た価額に基づく時価法

(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) 

中間連結決算日前1ヶ

月間の市場価格等の平

均に基づいて算定され

た価額に基づく時価法

(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) 

連結決算日前1ヶ月間

の市場価格等の平均に

基づいて算定された価

額に基づく時価法(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 時価のないもの 時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

同左 同左 

② デリバティブ ② デリバティブ ② デリバティブ 

 時価法 同左 同左 

③ たな卸資産 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

 主として製品、商品、半製

品、原材料及び仕掛品につい

ては後入先出法（一部移動平

均法）による原価法、貯蔵品

については移動平均法による

原価法 

同左 同左 

(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 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

 主として定額法によってお

ります。 

同左 同左 



  

 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 ただし、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）に基づいております。 

同左 同左 

③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 

 均等償却をしております。 同左 同左 

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

 売上債権・貸付金等の貸倒

損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。 

同左 同左 

②   ────── ② 役員賞与引当金 ②   ────── 

    当社及び国内連結子会社は

役員賞与の支出に備えて、当

連結会計年度における支給見

込額の当中間連結会計期間負

担額を計上しております。 

  

③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

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

から費用処理することとして

おります。 

同左  従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、計上し

ております。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

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

から費用処理することとして

おります。 



 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

④ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に

備えるため、役員退職慰労金

規程に基づく中間期末要支給

額を計上しております。 

同左  役員の退職慰労金の支出に

備えるため、役員退職慰労金

規定に基づく期末要支給額を

計上しております。 

⑤ 金属鉱業等鉱害防止引当金 ⑤ 金属鉱業等鉱害防止引当金 ⑤ 金属鉱業等鉱害防止引当金 

 金属鉱業等鉱害対策特別措

置法に規定する特定施設の使

用終了後における鉱害防止費

用の支出に備えるため、同法

７条１項の規定により石油天

然ガス・金属鉱物資源機構に

積立てることを要する金額相

当額を計上しております。 

同左 同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法 (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。 

同左 同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジの処理によって

おります。また、金利スワッ

プについて特例処理の条件を

充たしている場合には特例処

理を採用しております。 

同左 同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ ヘッジ手段…商品先物取

引 

ａ ヘッジ手段…同左 ａ ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…国際相場の

影響を受け

る製品等 

ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左 

ｂ ヘッジ手段…金利スワッ

プ 

ｂ ヘッジ手段…同左 ｂ ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左 

③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

 原料・製品等の価格変動リ

スクを回避するため及び金利

リスクの低減のためヘッジを

行っております。 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 商品先物取引については、

ヘッジ開始時から有効性判定

時までの期間において、ヘッ

ジ対象及びヘッジ手段の相場

変動の累計を比較し、有効性

を判定しております。ただ

し、特例処理によっている金

利スワップについては有効性

の評価を省略しております。 

同左 同左 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

① 消費税の会計処理 ① 消費税等の会計処理 ① 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。 

同左 同左 

② 税額計算における積立金の

取扱い 

② 税額計算における積立金の

取扱い 

②  ────── 

 中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額

は、当期において予定してい

る利益処分による圧縮積立金

の取崩しを前提として、当中

間連結会計期間に係る金額を

計算しております。 

 中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額

は、当期において予定してい

る圧縮積立金の取崩しを前提

として、当中間連結会計期間

に係る金額を計算しておりま

す。 

  

５．連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項 

５．連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項 

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

価については、全面時価評価法を

採用しております。 

同左 同左 

６．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

６．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

６．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

期的な投資からなっております。 

 手許現金、要求払預金、預け金

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からなってお

ります。 

 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

期的な投資からなっております。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(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) 

 当中間連結会計期間より、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

税金等調整前中間純利益は152百

万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づき各資産の金額から直接

控除しております。 

   当連結会計年度より、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。これにより税金等

調整前当期純利益は231百万円減

少しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に

基づき各資産の金額から直接控除

しております。 

────── （役員賞与に関する会計基準） ────── 

  当中間連結会計期間より、「役

員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号 平成17年11月29

日）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ14百万円減少しておりま

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。 

  

────── （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用してお

ります。これまでの「資本の部」

の合計に相当する金額は、44,886

百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産

の部につていは、中間連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成し

ております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．  ────── ※１．有価証券の購入を目的とした

証券会社保護預り口座への預け

入れであります。 

※１．  ────── 

※２．有形固定資産の減価償却累計

額 

※２．有形固定資産の減価償却累計

額 

※２．有形固定資産の減価償却累計

額 

56,691百万円 55,510百万円 56,456百万円 

※３．  ────── ※３．中間連結会計期間末日満期手

形 

※３．  ────── 

  中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、当中

間連結会計期間の末日が金融機

関の休日でしたが、満期日に決

済が行われたものとして処理し

ております。当中間連結会計期

間末日満期手形の金額は、次の

とおりであります。 

  

 受取手形     281百万円  

 支払手形     673百万円  

 設備関係支払手形  70百万円  

※４．（担保資産） ※４．（担保資産） ※４．（担保資産） 

(イ）工場財団担保 (イ）工場財団担保 (イ）工場財団担保 
  
担保に供されている資産 

建物及び構築物 4,735百万円

機械装置及び運
搬具 

9,682 〃 

土地 14,121 〃 

計 28,540 〃 

  
担保に供されている資産 

建物及び構築物 4,734百万円

機械装置及び運
搬具 

10,336 〃 

土地 14,121 〃 

計 29,193 〃 

担保に供されている資産 

建物及び構築物 4,770百万円 

機械装置及び運
搬具 

9,868 〃 

土地 14,121 〃 

計 28,761 〃 
  
被担保債務 

短期借入金 1,924百万円

長期借入金 6,507 〃 

計 8,431 〃 

  
被担保債務 

短期借入金 2,863百万円

長期借入金 8,294 〃 

計  11,157 〃 

被担保債務 

短期借入金 2,276百万円 

長期借入金 9,843 〃 

計 12,119 〃 

(ロ）その他の担保 (ロ）その他の担保 (ロ）その他の担保 
  
担保に供されている資産 

建物 37百万円

土地 395 〃 

投資有価証券 479 〃 

計 912 〃 

  
担保に供されている資産 

建物 34百万円

土地 395 〃 

投資有価証券 620 〃 

計 1,050 〃 

担保に供されている資産 

建物 36百万円 

土地 395 〃 

投資有価証券 669 〃 

計 1,100 〃 
  
被担保債務 

短期借入金 538百万円

長期借入金 113 〃 

計 652 〃 

  
被担保債務 

短期借入金 542百万円

長期借入金 101 〃 

計 643 〃 

被担保債務 

短期借入金 540百万円 

長期借入金 108 〃 

計 648 〃 



  

 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

 ５．偶発債務  ５．偶発債務 ５．偶発債務 

(イ）債務保証 (イ）債務保証 (イ）債務保証 

 他社の金融機関からの借入に

対して、次のとおり保証を行っ

ております。 

 他社の金融機関からの借入に

対して、次のとおり保証を行っ

ております。 

 他社の金融機関からの借入に

対して、次のとおり保証を行っ

ております。 

八戸製錬㈱    250百万円  八戸製錬㈱    239百万円  八戸製錬㈱    250百万円 

(非連結子会社) (非連結子会社) (非連結子会社) 

天津東邦鉛資源再生有限公司 

         55百万円 

天津東邦鉛資源再生有限公司 

         152百万円 

天津東邦鉛資源再生有限公司 

        149百万円 

  （関連会社）   

    群馬環境リサイクルセンター㈱ 

525百万円 

  

(ロ）  ────── (ロ）債権流動化に伴う買戻し義

務 

(ロ）債権流動化に伴う買戻し義

務 

  1,274百万円 228百万円 

※６．繰延ヘッジ利益、損失 ※６．  ────── ※６．繰延ヘッジ利益、損失 

   (流動）      (流動） 
  

繰延ヘッジ利益 18百万円

繰延ヘッジ損失 443 〃 

差引額 △425 〃 

        繰延ヘッジ利益 77百万円

繰延ヘッジ損失 1,680 〃 

差引額 △1,603 〃 

   (固定）       (固定） 

────── 
 

繰延ヘッジ損失 531 〃 

差引額 △531 〃 

 ７．貸出コミットメント契約  ７．貸出コミットメント契約  ７．貸出コミットメント契約 

 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行３行と貸出コミットメント契

約を締結しております。 

 貸出コミットメント契約の総

額は5,600百万円で、当中間連

結会計期間末の実行残高はあり

ません。 

同左  当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行３行と貸出コミットメント契

約を締結しております。 

 貸出コミットメント契約の総

額は5,600百万円で、当連結会

計年度末の実行残高はありませ

ん。 



（中間連結損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主な

もの 

※１．販売費及び一般管理費の主な

もの 

※１．販売費及び一般管理費の主な

もの 
  
製品運賃諸掛 1,410百万円

従業員給与及び
賞与 

478 〃 

役員退職慰労引
当金繰入額 

19 〃 

退職給付費用 55 〃 

貸倒引当金繰入
額 

0 〃 

研究開発費 118 〃 

  
製品運賃諸掛 1,463百万円

従業員給与及び
賞与 

507 〃 

役員退職慰労引
当金繰入額 

23 〃 

退職給付費用 45 〃 

貸倒引当金繰入
額 

6 〃 

研究開発費 123 〃 

製品運賃諸掛 2,794百万円

従業員給与及び
賞与 

 970 〃 

役員退職慰労引
当金繰入額 

34 〃 

退職給付費用 109 〃 

貸倒引当金繰入
額 

20 〃 

研究開発費 243 〃 

※２．固定資産売却益は、機械装置

等の売却によるものでありま

す。 

※２．  ────── ※２．固定資産売却益は、機械装置

等の売却によるものでありま

す。 

※３．固定資産除却損の主なもの

は、建物、機械装置等の除却及

びその撤去費であります。 

※３．固定資産除却損の主なもの

は、建物、機械装置等の除却及

びその撤去費であります。 

※３．固定資産除却損の主なもの

は、建物、機械装置等の除却及

びその撤去費であります。 

※４．減損損失 ※４．  ────── ※４．減損損失 

当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計

上いたしました。 

  当連結会計年度において、当

社グループ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 その他

群馬県 
安中市 
他 

遊休・
休止資
産 

機械装
置、建
物及び
構築物
等 

－ 

  
場所 用途 種類 その他 

群馬県
安中市 
他 

遊休・
休止資
産 

機械装
置、建
物及び
構築物
等 

－ 

 当社の資産グループは、事業

用資産においては管理会計上の

区分ごとに、遊休・休止資産に

おいては個別単位でグルーピン

グしております。 

 遊休・休止資産については、

キャッシュ・イン・フローの生

成が見込めず、加えて売却の可

能性が極めて低く、帳簿価額全

額を減損損失として、特別損失

に計上いたしました。 

 その内訳は、機械装置106百

万円、建物及び構築物45百万

円、その他0百万円でありま

す。 

   当社の資産グループは、事業

用資産においては管理会計上の

区分ごとに、遊休・休止資産に

おいては個別単位でグルーピン

グしております。 

 遊休・休止資産については、

キャッシュ・イン・フローの生

成が見込めず、加えて売却の可

能性が極めて低く、帳簿価額全

額を減損損失として、特別損失

に計上いたしました。 

 その内訳は、機械装置184百

万円、建物及び構築物46百万

円、その他0百万円でありま

す。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

（１）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式の株式数の増加10,000千株は、一般募集による新株式発行による増加であります。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少０千株は、単元未満株式

の処分による減少であります。 

  

（２）配当に関する事項 

配当金支払額 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当中間連結会計期
間増加株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間減少株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間末株式数 

（千株） 

発行済株式 

普通株式 （注）１ 125,855 10,000 － 135,855 

合計 125,855 10,000 － 135,855 

自己株式 

普通株式 （注）２ 38 6 0 44 

合計 38 6 0 44 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 629 5.00 平成18年３月31日 平成18年６月29日

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

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

  

現金及び預金勘定 4,477百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△35 〃 

現金及び現金同等物 4,442 〃 

  
現金及び預金勘定 6,512百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△35 〃 

預け金 231 〃 

現金及び現金同等物 6,708 〃 
  

現金及び預金勘定 6,541百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△35 〃 

現金及び現金同等物 6,506 〃 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 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 

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 

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 

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 
  

    

機械装
置及び
運搬具 
(百万円) 

  
その他 
(百万円) 

  
合計 
(百万円)

取得価額
相当額 

  109   166   276

減価償却
累計額相
当額 

  30   85   116

中間期末
残高相当
額 

  78   80   159

 

    

機械装
置及び
運搬具 
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額 

  94 141 235

減価償却
累計額相
当額 

  19 80 100

中間期末
残高相当
額 

  74 60 134

  

機械装
置及び
運搬具 
(百万円)

その他 
(百万円) 

  
合計 
(百万円) 

取得価額
相当額 

109 166   276 

減価償却
累計額相
当額 

36 98   135 

期末残高
相当額 

73 67   140 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

② 未経過リース料期末残高相当額 

  
１年内 36百万円

１年超 123 〃 

合計 159 〃 

  
１年内 34百万円

１年超 95 〃 

合計 130 〃 

１年内 33百万円

１年超 107 〃 

合計 140 〃 

 なお、取得価額相当額及び未経

過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。 

同左  なお、取得価額相当額及び未経

過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等を占める割合が

低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 
  
支払リース料 20百万円

減価償却費相当
額 

20 〃 

  
支払リース料 17百万円

減価償却費相当
額 

17 〃 

支払リース料 39百万円

減価償却費相当
額 

39 〃 

④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 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

おります。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 

  
中間連結貸借対照表計上

額（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

(1)国債・地方債等 － － － 

(2)社債 423 558 135 

(3)その他 － － － 

合計 423 558 135 

  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） 

(1)株式 2,550 5,098 2,547 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 2,550 5,098 2,547 

  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 932



当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について17百万円の減損処理を行っております。 

なお、当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行ない、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理を行っております。 
 

  
中間連結貸借対照表計上

額（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

(1)国債・地方債等 － － － 

(2)社債 433 783 350 

(3)その他 － － － 

合計 433 783 350 

  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） 

(1)株式 2,538 6,106 3,568 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 2,538 6,106 3,568 

  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 929



前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 

  
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

(1)国債・地方債等 － － － 

(2)社債 413 556 142 

(3)その他 － － － 

合計 413 556 142 

  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） 

(1)株式 2,553 6,661 4,108 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 2,553 6,661 4,108 

  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 932



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

(1）通貨関連 

 （注）１．時価の算定方法 

期末の時価は先物相場を使用しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、開示の対象から除いております。 

  

(2）金利関連 

 （注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、開示の対象から除いております。 

  

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

(1）通貨関連 

 （注）１．時価の算定方法 

期末の時価は先物相場を使用しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、開示の対象から除いております。 

  

 

種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円) 

先物為替予約取引 

売建 

米ドル 2,156 2,283 △127 

買建 

米ドル 114 115 0 

合計 － － △126 

種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円) 

金利スワップ取引 

受取変動・支払固定 5,000 △175 △175 

合計 － － △175 

種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円) 

先物為替予約取引 

売建 

米ドル 1,378 1,395 △16 

買建 

米ドル 58 58 0 

合計 － － △16 



(2）金利関連 

 （注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、開示の対象から除いております。 

  

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

(1）通貨関連 

 （注）１．時価の算定方法 

期末の時価は先物相場を使用しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、開示の対象から除いております。 

  

(2）金利関連 

 （注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、開示の対象から除いております。 

  

  

種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円) 

金利スワップ取引 

受取変動・支払固定 5,000 △87 △87 

合計 － － △87 

種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円) 

先物為替予約取引 

売建 

米ドル 3,067 3,025 42 

買建 

米ドル 70 70 0 

合計 － － 42 

種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円) 

金利スワップ取引 

受取変動・支払固定 5,000 △110 △110 

合計 － － △110 



（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（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産に照らし事業区分を行っています。 

２．各事業の主要な製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた親会社の管理部門にかかわる配賦不能営業費用の金額は109百万円であり

ます。 

  

 

  
製錬事業 
(百万円) 

電子部材
事業 
(百万円) 

環境・リ
サイクル
事業 
(百万円) 

その他事
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 

23,246 4,117 2,389 4,533 34,287 ― 34,287

(2）
セグメント間の内部売
上高又は振替高 

197 5 20 1,764 1,987 (1,987) ―

 計 23,444 4,122 2,410 6,298 36,275 (1,987) 34,287

営業費用 21,573 3,708 2,036 5,692 33,010 (1,904) 31,106

営業利益 1,870 413 374 606 3,264 (83) 3,181

  (1）製錬事業 ： 亜鉛製品、鉛製品、電気銀、硫酸等 

  (2）電子部材事業 ： 電子部品、電子材料、機器部品等 

  (3）環境・リサイクル事業： 酸化亜鉛、廃棄物処理再生等 

  (4）その他事業 ： 防音建材、土木・建築・プラントエンジニアリング、運輸、環境分析等 



当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産に照らし事業区分を行っています。 

２．各事業の主要な製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた親会社の管理部門にかかわる配賦不能営業費用の金額は  194百万円で

あります。 

４．会計方針の変更（当中間連結会計期間） 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法

によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は14百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

 

  
製錬事業 
(百万円) 

電子部材
事業 
(百万円) 

環境・リ
サイクル
事業 
(百万円) 

その他事
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 

42,560 5,328 4,214 4,368 56,471 － 56,471

(2）
セグメント間の内部売
上高又は振替高 

260 6 44 1,752 2,063 (2,063) －

 計 42,820 5,334 4,258 6,121 58,534 (2,063) 56,471

営業費用 35,590 4,740 3,554 5,489 49,375 (1,903) 47,471

営業利益 7,229 593 703 631 9,159 (159) 8,999

  (1）製錬事業 ： 亜鉛製品、鉛製品、電気銀、硫酸等 

  (2）電子部材事業 ： 電子部品、電子材料、機器部品等 

  (3）環境・リサイクル事業： 酸化亜鉛、廃棄物処理再生等 

  (4）その他事業 ： 防音建材、土木・建築・プラントエンジニアリング、運輸、環境分析等 



前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産に照らし事業区分を行っています。 

２．各事業の主要な製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた親会社の管理部門にかかわる配賦不能営業費用の金額は  246百万円で

あります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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

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

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略して

おります。 

  

【海外売上高】 

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

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

 海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 

  
製錬事業 
(百万円) 

電子部材
事業 
(百万円) 

環境・リ
サイクル
事業 
(百万円) 

その他事
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 

50,966 8,862 5,331 10,755 75,915 － 75,915

(2）
セグメント間の内部売
上高又は振替高 

474 10 68 3,454 4,007 (4,007) －

 計 51,441 8,873 5,399 14,209 79,923 (4,007) 75,915

営業費用 47,256 8,101 4,347 12,803 72,508 (3,789) 68,719

営業利益 4,185 771 1,052 1,406 7,414 (218) 7,196

  (1）製錬事業 ： 亜鉛製品、鉛製品、電気銀、硫酸等 

  (2）電子部材事業 ： 電子部品、電子材料、機器部品等 

  (3）環境・リサイクル事業： 酸化亜鉛、廃棄物処理再生等 

  (4）その他事業 ： 防音建材、土木・建築・プラントエンジニアリング、運輸、環境分析等 



（１株当たり情報） 

 （注） 1株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 232円10銭

１株当たり中間純利益
金額 

12円95銭

  

１株当たり純資産額 302円16銭

１株当たり中間純利益
金額 

38円78銭

１株当たり純資産額 253円53銭

１株当たり当期純利益
金額 

26円98銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。 

同左 

  

  

  

（追加情報） 

 「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第４号）が平成18年１月

31日付で改正されたことに伴い、当

中間連結会計期間から繰延ヘッジ損

益（税効果調整後）の金額を普通株

式に係る中間期末の純資産額に含め

ております。 

 なお、前連結会計年度末において

採用していた方法により算定した当

中間連結会計期間末の１株当たり純

資産額は、330円51銭であります。 

なお、潜在株式調整後1株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため、記載しておりま

せん。 

  
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

中間（当期）純利益（百万円） 1,629 5,137 3,422 

普通株主に帰属しない金額 
（百万円） 

－ － 28 

 （うち利益処分による取締役賞与金） － － (28) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 
（百万円） 

1,629 5,137 3,394 

期中平均株式数（千株） 125,820 132,479 125,819 



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（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   3,776  5,658 5,698  

２. 預け金 ※１ －  231 －  

３．受取手形 ※３ 3,242  1,898 3,430  

４．売掛金   12,252  22,996 17,024  

５．製品及び商品   3,874  5,486 4,488  

６．原材料   3,560  10,940 8,834  

７．仕掛品   4,173  4,345 4,324  

８．その他のたな卸資
産 

  471  476 507  

９．短期貸付金   2,991  2,543 2,781  

10．繰延税金資産   590  2,314 724  

11. その他 ※6,8 2,207  7,354 3,330  

貸倒引当金   △0  △26 △20  

流動資産合計    37,139 46.8 64,219 58.4  51,125 53.8

Ⅱ 固定資産       

(1)有形固定資産 ※2,4     

１．建物   2,569  2,465 2,514  

２．機械及び装置   9,993  10,516 10,100  

３．土地   16,077  16,077 16,077  

４．その他   4,577  3,896 4,466  

有形固定資産合計   33,218  32,956 33,159  

(2)無形固定資産   116  101 106  

(3)投資その他の資産       

１．投資有価証券 ※４ 6,116  6,969 7,496  

２．繰延税金資産   606  1,209 －  

３．その他 ※６ 2,990  5,267 4,022  

貸倒引当金   △811  △726 △730  

投資その他の資産
合計 

  8,902  12,720 10,788  

固定資産合計    42,237 53.2 45,778 41.6  44,053 46.2

資産合計    79,377 100.0 109,998 100.0  95,179 100.0

        



 

    
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（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 1,248  1,375 1,022  

２．買掛金   3,258  5,801 5,289  

３．短期借入金 ※４ 20,183  24,476 23,887  

４．コマーシャルペー
パー 

  2,500  4,000 5,000  

５. 未払法人税等   944  3,276 1,744  

６．役員賞与引当金   －  14 －  

７. その他 
※3, 
6,8 

5,292  9,175 5,934  

流動負債合計    33,427 42.1 48,119 43.7  42,877 45.1

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金 ※４ 7,503  9,277 10,833  

２．再評価に係る繰延
税金負債 

  5,789  5,789 5,789  

３．退職給付引当金   3,485  3,410 3,457  

４．その他引当金   159  182 169  

５．その他   196  2,739 729  

固定負債合計    17,134 21.6 21,399 19.5  20,978 22.0

負債合計    50,562 63.7 69,518 63.2  63,856 67.1

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    10,240 12.9 － －  10,240 10.8

Ⅱ 資本剰余金       

１．資本準備金   2,563  － 2,563  

２．自己株式処分差益   0  － 0  

３．その他資本剰余金   2,926  － 2,926  

資本剰余金合計    5,490 6.9 － －  5,490 5.8

Ⅲ 利益剰余金       

１．任意積立金   60  － 60  

２．中間（当期）未処
分利益 

  4,100  － 5,769  

利益剰余金合計    4,160 5.2 － －  5,829 6.1

Ⅳ 土地再評価差額金    7,585 9.6 － －  7,585 8.0

Ⅴ その他有価証券評価
差額金 

   1,343 1.7 － －  2,185 2.2

Ⅵ 自己株式    △6 △0.0 － －  △9 △0.0

資本合計    28,815 36.3 － －  31,322 32.9

負債資本合計    79,377 100.0 － －  95,179 100.0

        



  

  

    
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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１. 資本金    － － 14,630 13.3  － －

２. 資本剰余金       

(1）資本準備金   －  6,950 －  

(2）その他資本剰余
金 

  －  2,927 －  

資本剰余金合計    － － 9,877 9.0  － －

３. 利益剰余金       

(1) その他利益剰余
金 

      

固定資産圧縮積
立金 

  －  53 －  

繰越利益剰余金   －  10,326 －  

利益剰余金合計    － － 10,380 9.4  － －

４. 自己株式    － － △15 △0.0  － －

株主資本合計    － － 34,872 31.7  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１. その他有価証券評
価差額金 

   － － 1,871 1.7  － －

２. 繰延ヘッジ損益    － － △3,849 △3.5  － －

３. 土地再評価差額金    － － 7,585 6.9  － －

評価・換算差額等合
計 

   － － 5,607 5.1  － －

純資産合計    － － 40,479 36.8  － －

負債純資産合計    － － 109,998 100.0  － －

        



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（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    30,721 100.0 52,265 100.0  67,273 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  25,520 83.1 41,099 78.6  56,202 83.5

売上総利益    5,200 16.9 11,166 21.4  11,071 16.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  2,548 8.3 2,755 5.3  5,127 7.7

営業利益    2,652 8.6 8,410 16.1  5,944 8.8

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   27  32 53  

２．受取配当金   357  436 434  

３．為替差益   －  191 －  

４. デリバティブ利益   －  － 207  

５. 国庫補助金受贈益   19  25 19  

６. その他   41 445 1.4 64 750 1.4 133 849 1.3

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   182  214 369  

２. 為替差損   97  － 395  

３. 株式交付費   －  54 －  

４. デリバティブ損失   25  34 －  

５. その他 ※１ 49 355 1.2 55 359 0.7 90 855 1.3

経常利益    2,742 8.8 8,801 16.8  5,937 8.8

Ⅵ 特別利益 ※２  141 0.5 4 0.0  176 0.3

Ⅶ 特別損失 ※3,4  352 1.1 326 0.6  581 0.9

税引前中間（当期）
純利益 

   2,531 8.2 8,479 16.2  5,532 8.2

法人税、住民税及び
事業税 

  972  3,279 2,344  

法人税等調整額   9 981 3.2 △7 3,271 6.2 △30 2,314 3.4

中間（当期）純利益    1,549 5.0 5,207 10.0  3,218 4.8

前期繰越利益    2,551 －  2,551 

中間（当期）未処分
利益 

   4,100 －  5,769 

        



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） 

  

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

  次へ 

  

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 

その他利益剰余金

利益剰余金

合計 固定資産

圧縮積立金 
繰越

利益剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

10,240 2,563 2,927 5,490 60 5,769 5,829 △9 21,551

中間会計期間中の変動額     

新株の発行による増加 4,390 4,386 4,386   8,776

剰余金の配当（注）   △629 △629  △629

取締役賞与（注）   △28 △28  △28

固定資産圧縮積立金取崩（注）   △6 6 －  －

中間純利益   5,207 5,207  5,207

自己株式の取得    △6 △6

自己株式の処分   0 0  0 0

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 
（百万円） 

4,390 4,386 0 4,386 △6 4,557 4,550 △6 13,320

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

14,630 6,950 2,927 9,877 53 10,326 10,380 △15 34,872

  

評価・換算差額等

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 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 
（百万円） 

2,185 － 7,585 9,771 31,322 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行による増加  8,776 

剰余金の配当（注）  △629 

取締役賞与（注）  △28 

固定資産圧縮積立金取崩（注）  － 

中間純利益  5,207 

自己株式の取得  △6 

自己株式の処分  0 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△314 △3,849 － △4,164 △4,164 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△314 △3,849 － △4,164 9,156 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

1,871 △3,849 7,585 5,607 40,479 



中間財務諸表作成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 (1）有価証券 (1）有価証券 

満期保有目的債券 満期保有目的債券 満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法) 同左 同左 

  子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間期末日前1ヶ月間の

市場価格の平均に基づい

て算定された価額に基づ

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) 

中間期末日前1ヶ月間の

市場価格の平均に基づい

て算定された価額に基づ

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) 

決算日前1ヶ月間の市場

価格の平均に基づいて算

定された価額に基づく時

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 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

  (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

  時価法 同左 同左 

  (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

   主として製品、商品、半製

品、原材料及び仕掛品につい

ては後入先出法（一部移動平

均法）による原価法、貯蔵品

については移動平均法による

原価法 

同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

定額法 同左 同左 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法 

 ただし、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。 

同左 同左 

  (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

   均等償却をしております。 同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   売上債権・貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しており

ます。 

同左 同左 



 

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） 

  (2)  ――――― (2）役員賞与引当金 (2)  ――――― 

      役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。 

  

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (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。 

同左  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 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。 

同左  役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規定

に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

  (5）金属鉱業等鉱害防止引当金 (5）金属鉱業等鉱害防止引当金 (5）金属鉱業等鉱害防止引当金 

   金属鉱業等鉱害対策特別措

置法に規定する特定施設の使

用終了後における鉱害防止費

用の支出に備えるため、同法

７条１項の規定により石油天

然ガス・金属鉱物資源機構に

積立てることを要する金額相

当額を計上しております。 

同左 同左 

４．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 

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっており

ます。また、金利スワップにつ

いて特例処理の条件を充たして

いる場合には特例処理を採用し

ております。 

同左 同左 



  

 

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） 

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

  ａ ヘッジ手段…商品先物取引 ａ ヘッジ手段…同左 ａ ヘッジ手段…同左 

  ヘッジ対象…国際相場の影

響を受ける製

品等 

ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左 

  ｂ ヘッジ手段…金利スワップ ｂ ヘッジ手段…同左 ｂ ヘッジ手段…同左 

  ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左 

  (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

   原料・製品等の価格変動リス

クを回避するため及び金利リス

クの低減のためヘッジを行って

おります。 

同左 同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

   商品先物取引については、ヘ

ッジ開始時から有効性判定時ま

での期間において、ヘッジ対象

及びヘッジ手段の相場変動の累

計を比較し、有効性を判定して

おります。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについ

ては有効性の評価を省略してお

ります。 

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 

(1）消費税の会計処理 (1）消費税等の会計処理 (1）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。 

同左 同左 

  (2）税額計算における積立金の取

り扱い 

(2）税額計算における積立金の取

り扱い 
――――― 

   中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期に

おいて予定している利益処分に

よる圧縮積立金の取崩しを前提

として、当中間会計期間に係る

金額を計上しております。 

中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期に

おいて予定している圧縮積立金

の取崩しを前提として、当中間

会計期間に係る金額を計上して

おります。 

  



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 

  

  

  次へ 

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） ――――― （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利益は152

百万円減少しております。 

 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。 

   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利益は231百万

円減少しております。 

 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。 

――――― （役員賞与に関する会計基準） ――――― 

   当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

第４号 平成17年11月29日）を適用

しております。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ14

百万円減少しております。 

  

――――― （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、

44,329百万円であります。 

 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、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

 

項目 
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 預け金 ――――― 

  

有価証券の購入を目的とした証

券会社保護預り口座への預け入れ

であります。 

――――― 

  

※２ 有形固定資産減価償却

累計額 

（百万円） （百万円） （百万円）

  54,951 53,800 54,718 

※３ 中間期末日満期手形 ――――― 

 

中間期末日満期手形の会計処理

については、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして

処理しております。当中間期末日

満期手形の金額は、次のとおりで

あります。 

――――― 

 

   （百万円）  

    受取手形 97 

支払手形 336 

設備関係支払手形 70 

  

※４ 担保に供されている資

産 

      

(イ)工場財団を組成し担

保に供されている

資産 

  

  

（百万円） 

  

  

（百万円） 

  

  

（百万円） 
  

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

土地 

計 

  
4,735 

9,682 

14,121 

28,540 

4,734 

10,336 

14,121 

29,193 

4,770 

9,868 

14,121 

28,761 

被担保債務    
  

短期借入金 

長期借入金 

計 

  
1,924 

6,507 

8,431 

2,863 

8,294 

11,157 

2,276 

9,843 

12,119 

(ロ）その他の担保資産 （百万円） （百万円） （百万円）
  

建物 

土地 

投資有価証券 

計 

  
37 

395 

479 

912 

34 

395 

620 

1,050 

36 

395 

669 

1,100 

被担保債務    

短期及び長期借入金 652 643 648 



  

  

  次へ 

項目 
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） 

 ５ 偶発債務 （イ）債務保証        

他社の金融機関からの借入に対

して次のとおり保証を行ってお

ります。 

（イ）債務保証         

他社の金融機関からの借入に対し

て次のとおり保証を行っておりま

す。 

（イ）債務保証        

他社の金融機関からの借入に対

して次のとおり保証を行ってお

ります。 

  （百万円） （百万円） （百万円） 

  
  
八戸製錬㈱ 250 八戸製錬㈱ 239 八戸製錬㈱ 250 

  （非連結子会社） （非連結子会社） （非連結子会社） 

  
  
天津東邦鉛資源再生有限公司 

 55 

天津東邦鉛資源再生有限公司 

 152 

天津東邦鉛資源再生有限公司 

149  

    （関連会社）   

  
  

群馬環境リサイクルセンター㈱

 525 

  （ロ）  ───── 

  

（ロ）債権流動化に伴う買戻し義

務 

（ロ）債権流動化に伴う買戻し義

務 

   （百万円） （百万円） 

   1,274 228 

※６ 繰延ヘッジ利益、損失 （百万円） ───── 

 

（百万円）

  （流動）   （流動） 

  
  
繰延ヘッジ利益 18 

繰延ヘッジ損失 443 

差引額 △425 

  
繰延ヘッジ利益 77 

繰延ヘッジ損失 1,680 

差引額 △1,603 

  (固定）   （固定） 

  ───── 

  

  

  

  

繰延ヘッジ損失 531 

差引額 △531 

 ７ 貸出コミットメント契

約 

 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行３行と貸出

コミットメント契約を締結してお

ります。 

 貸出コミットメント契約の総額

は5,600百万円で、当中間会計期

間末の実行残高はありません。 

同左  当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行３行と貸出

コミットメント契約を締結してお

ります。 

 貸出コミットメント契約の総額

は5,600百万円で、当事業年度末

の実行残高はありません。 

※８ 消費税等 仮受消費税等は仮払消費税等と相

殺し、流動負債「その他」に含め

て表示しております。 

同左 ───── 



（中間損益計算書関係） 

  

（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 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少０千株は、単元未満株式の

処分による減少であります。 

  

  次へ 

  

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 減価償却実施額 （百万円） （百万円） （百万円）

有形固定資産 1,029 1,044 2,057 

無形固定資産 19 15 36 

※２ 特別利益のうち主要

項目 

   

投資有価証券売却益 141 － 141 

貸倒引当金戻入益 － 4 6 

※３ 特別損失のうち主要

項目 

   

建物及び機械装置等
除却損 

191 309 350 

減損損失 152 － 231 

投資有価証券評価損 － 17 － 

※４ 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。 

───── 

  

 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 その他

群馬県 
安中市 
他 

遊休・
休止資
産 

機械装
置、建
物及び
構築物
等 

－ 

場所 用途 種類 その他 

群馬県
安中市 
他 

遊休・
休止資
産 

機械装
置、建
物及び
構築物
等 

－ 

   当社の資産グループは、事業

用資産においては管理会計上の

区分ごとに、遊休・休止資産に

おいては個別単位でグルーピン

グしております。 

 遊休・休止資産については、

キャッシュ・イン・フローの生

成が見込めず、加えて売却の可

能性が極めて低く、帳簿価額全

額を減損損失として、特別損失

に計上いたしました。 

 その内訳は、機械装置106百万

円、建物及び構築物45百万円、

その他0百万円であります。 

   当社の資産グループは、事業

用資産においては管理会計上の

区分ごとに、遊休・休止資産に

おいては個別単位でグルーピン

グしております。 

 遊休・休止資産については、

キャッシュ・イン・フローの生

成が見込めず、加えて売却の可

能性が極めて低く、帳簿価額全

額を減損損失として、特別損失

に計上いたしました。 

 その内訳は、機械装置184百万

円、建物及び構築物46百万円、

その他0百万円であります。 

  
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 （注） 38 6 0 44 

合計 38 6 0 44 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

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） 

 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 

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 

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 

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 
  

    
機械及び
装置 
(百万円) 

  
その他 
(百万円) 

  
合計 
(百万円)

取得価額
相当額 

  86   71   158

減価償却
累計額相
当額 

  26   38   65

中間期末
残高相当
額 

  59   33   92

    
機械及び
装置 
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額 

  63 49 113

減価償却
累計額相
当額 

  11 18 29

中間期末
残高相当
額 

  52 31 83

機械及び
装置 
(百万円)

その他 
(百万円) 

  
合計 
(百万円) 

取得価額
相当額 

86 71   158 

減価償却
累計額相
当額 

30 43   74 

期末残高
相当額 

56 27   83 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

② 未経過リース料期末残高相当額 

  
  （百万円）

１年内 16 

１年超 76 

合計 92 

  （百万円）

１年内 15 

１年超 68 

合計 83 

  （百万円）

１年内 13 

１年超 69 

合計 83 

 なお、取得価額相当額及び未経

過リース料中間期末残高相当額

は、有形固定資産の中間期末残高

等に占める未経過リース料中間期

末残高の割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。 

同左  なお、取得価額相当額及び未経

過リース料期末残高相当額は、有

形固定資産の期末残高等に占める

未経過リース料期末残高の割合が

低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 
  

  (百万円）

支払リース料 11 

減価償却費相当額 11 

  (百万円）

支払リース料 7 

減価償却費相当額 7 

  (百万円）

支払リース料 20 

減価償却費相当額 20 

④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 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

おります。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

（前中間会計期間） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 （1）子会社株式 

時価のあるものはありません。 

（2）関連会社株式  中間貸借対照表計上額      時価        差額 

  

（当中間会計期間） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 （1）子会社株式 

時価のあるものはありません。 

（2）関連会社株式  中間貸借対照表計上額      時価        差額 

  

（前事業年度） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 （1）子会社株式 

時価のあるものはありません。 

（2）関連会社株式    貸借対照表計上額      時価        差額 

  

（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。 

  

 

  678百万円  3,032百万円  2,353百万円  

  1,560百万円  6,210百万円  4,650百万円  

  1,099百万円  3,653百万円  2,554百万円  



（重要な後発事象） 

（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） 

 該当事項はありません。 

  

（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） 

 該当事項はありません。 

  

（前事業年度）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

１．一般募集による新株式発行 

 平成18年５月18日開催の取締役会において一般募集による新株式発行を決議し、平成18年６月５日に払込が完了いたし

ました。この結果、平成18年６月５日付で資本金14,630百万円、発行済株式数135,855千株となっております。 

  ①発行する株式の種類及び数     普通株式      10,000千株 

  ②発行価格             １株につき      金 915円 

  ③発行価額             １株につき     金 877.64円 

  ④資本組入額            １株につき      金 439円 

  ⑤払込金の総額                     8,776百万円 

  ⑥調達資金の使途 

 豪州における鉱山開発投資（持分法適用関連会社であるCBH Resources Ltd. への出資及び融資）と設備投資に充当

する予定であります。 

  

２．第三者割当増資による新株式発行 

 平成18年５月18日開催の取締役会において第三者割当増資による新株式発行を決議いたしましたが、割当先である日興

シティグループ証券株式会社より発行予定株数の全部につき、申込期日（平成18年７月５日）までに申込みが行われず失

権いたしました。この結果、当該第三者割当増資による新株式発行は行われておりません。 

  

  



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  



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おります。 

(1) 有価証券届出書（一般募集及び第三者割当による増資）及びその添付書類 

  平成18年５月18日関東財務局長に提出。 

(2) 有価証券届出書の訂正届出書（一般募集及び第三者割当による増資） 

  平成18年５月26日関東財務局長に提出。 

(3) 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第107期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日関東財務局長に提出。 

  

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月７日

東 邦 亜 鉛 株 式 会 社 

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」に掲げられている東邦亜鉛株式会社の

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３

０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、東邦亜鉛株式会社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。 

  

追記情報 

  

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中間連結会計期間から固定資産の減損に

係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

  

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 

  

 （※）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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 服 部 和 生 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 木 下 隆 史 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月６日

東 邦 亜 鉛 株 式 会 社 

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」に掲げられている東邦亜鉛株式会社の

平成１８年４月１日から平成１９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１８年４月１日から平成１８年９月３

０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、中間連結株主資本等変動計算書及び中

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、東邦亜鉛株式会社及び連結子会社の平成１８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

１８年４月１日から平成１８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 

  

 （※）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。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 服 部 和 生 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 崎 一 彦 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月７日

東 邦 亜 鉛 株 式 会 社 

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」に掲げられている東邦亜鉛株式会社の

平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１０７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、東邦亜

鉛株式会社の平成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。 

  

追記情報 

  

 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に記載のとおり、会社は、当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計

基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

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 

  

 （※）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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 服 部 和 生 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 木 下 隆 史 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月６日

東 邦 亜 鉛 株 式 会 社 

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」に掲げられている東邦亜鉛株式会社の

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１０８期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８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、中間損益計算書及び中間株主資本等変動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、東邦亜

鉛株式会社の平成１８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１８年４月１日から平成１８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 

  

 （※）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。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 服 部 和 生  

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 崎 一 彦 
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