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平成 16 年 6 月 25 日 

 
    

 

 

新日鐵住金ステンレス株式会社 

 

第１期（平成 15 年 10 月 1日から平成 16 年 3月 31 日まで） 

貸借対照表及び損益計算書 

 

貸借対照表 Ｐ２ 

損益計算書 Ｐ３ 

貸借対照表及び損益計算書に関する注記 Ｐ４～６ 

 

（表紙を含み全て６ページ）
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（百万円）

金額 金額

流動資産流動資産流動資産流動資産 68,58468,58468,58468,584 流動負債流動負債流動負債流動負債 61,18461,18461,18461,184

現金及び預金 620 買掛金 28,226

預け金 3,677 短期借入金 18,590

売掛金 13,312 未払金 2,989

製品 7,291 未払法人税等 2,696

半製品 21,550 未払費用 7,672

原材料 12,049 預り金 1,004

貯蔵品 6,518 その他の流動負債 5

前払費用 316

繰延税金資産 1,023 固定負債固定負債固定負債固定負債 34,38234,38234,38234,382

未収金 1,982 長期借入金 22,410

その他の流動資産 373 退職給付引当金 7,188

貸倒引当金 △  133 システム開発引当金 680

繰延税金負債 4,103

固定資産固定資産固定資産固定資産 67,98167,98167,98167,981

有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産 50,36550,36550,36550,365 負債合計負債合計負債合計負債合計 95,56695,56695,56695,566

建物 8,425

構築物 4,780

機械及び装置 28,283 資本金資本金資本金資本金 5,0005,0005,0005,000

車両及び運搬具 16 資本金 5,000

工具器具及び備品 526

土地 6,133 資本剰余金資本剰余金資本剰余金資本剰余金 27,23727,23727,23727,237

建設仮勘定 2,199 資本準備金 27,237

無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産 163163163163

利用権 163 利益剰余金利益剰余金利益剰余金利益剰余金 1,4191,4191,4191,419

当期未処分利益 1,419

投資投資投資投資そのそのそのその他他他他のののの資産資産資産資産 17,45217,45217,45217,452

投資有価証券 15,539 株式等評価差額金株式等評価差額金株式等評価差額金株式等評価差額金 7,3427,3427,3427,342
子会社株式 1,798 その他有価証券評価差額金 7,342
長期前払費用 15

その他の投資 107 資本合計資本合計資本合計資本合計 40,99940,99940,99940,999

貸倒引当金 △  8

136,565136,565136,565136,565 136,565136,565136,565136,565資産合計資産合計資産合計資産合計 負債及負債及負債及負債及びびびび資本合計資本合計資本合計資本合計

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
平成16年3月31日現在

科目 科目
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（百万円）

（（（（経常損益経常損益経常損益経常損益のののの部部部部））））

営業損益

営業収益

売上高 106,403

営業費用

売上原価 99,007

販売費及び一般管理費 4,406 103,413

営業利益営業利益営業利益営業利益 2,9902,9902,9902,990

営業外損益

営業外収益

受取利息 0

雑収益 914 915

営業外費用

支払利息 220

雑損失 179 399

経常利益経常利益経常利益経常利益 3,5053,5053,5053,505

（（（（特別損益特別損益特別損益特別損益のののの部部部部））））

特別損失

承継数理計算上の差異 1,326

及び過去勤務債務償却

税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益 2,1792,1792,1792,179

法人税、住民税及び事業税 2,659

法人税等調整額(減算) 1,898 760

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 1,4191,4191,4191,419

前期繰越利益 -

当期未処分利益当期未処分利益当期未処分利益当期未処分利益 1,4191,4191,4191,419

損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書

第１期
（平成15年10月1日から平成16年3月31日まで）

科　目 金　額
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【貸借対照表及び損益計算書に関する注記】 

 

Ⅰ 会計方針等の注記 

１． 有価証券の評価の方法は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法の原価法、その他

有価証券については、時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものは移動平均法の原価法

によっております。 

２． 棚卸資産の評価の方法は、製品、半製品、原材料は総平均法の原価法によっております。貯蔵品

のうち鋳型及びロールは総平均法の低価法、その他の貯蔵品は先入先出法の低価法によっておりま

す。 

３． 有形固定資産の減価償却の方法は、建物は定額法、それ以外は定率法によっております。ただし、

平成 10 年 3 月 31 日以前に取得した一部の建物については、定率法を採用しております。 

４． 無形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっております。なお、購入した市販完成品ソフト

ウェアについては、その社内利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。 

５． 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）が平成 16 年 3 月 31 日に終了する期から適用できるこ

とになったことに伴い、当期から同会計基準及び同適用指針を適用しております。なお、減損の兆

候はありません。 

６． 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務見込額及び年

金資産見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異については、発生時に費用処理してお

ります。 

７． システム開発引当金は、営業関連システムの新規構築に備え、その発生見込み額を計上したもの

であります。 

８． 貸倒引当金は、売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しており

ます。 

９． 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おります。 

１０． ヘッジ会計の方法は繰延ヘッジ処理によっています。ただし、振当処理の要件を満たす外貨

建取引及び外貨建金銭債権債務に係る為替予約については振当処理に、特例処理の要件を満たす金

利スワップについては特例処理によっています。 

１１． 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。 
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Ⅱ 貸借対照表及び損益計算書の注記  

 

1. 支配株主に対する金銭債権債務及び取引高 

金銭債権債務 

短期金銭債権  930 百万円 

長期金銭債権  -  百万円 

短期金銭債務  3,748 百万円 

長期金銭債務  -   百万円 

営業取引による取引高 

売上高   3,177 百万円 

仕入高   28,918 百万円 

営業取引以外の取引高 

収益    2,044 百万円 

費用    1,747 百万円 

 

2. 子会社に対する金銭債権債務及び取引高 

金銭債権債務 

短期金銭債権  380 百万円 

長期金銭債権  － 百万円 

短期金銭債務  38 百万円 

長期金銭債務  － 百万円 

営業取引による取引高 

売上高 2,003 百万円 

仕入高 175 百万円 

営業取引以外の取引高 

収益  668 百万円 

費用  350 百万円 

 

3. 有形固定資産から控除した減価償却累計額 

163,114 百万円 

 

4. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、製造設備の一部、事務機器及びソフトウェアの一部につ

いてはリース契約により使用しています。 

 

5. 資産及び負債に含まれる主要な外貨建ての金額 

売掛金  37,539 千米ドル 

投資有価証券  50,661 千タイバーツ、5,569 千台湾ドル 

買掛金  1,600 千米ドル 
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6. 保証債務残高は 3,800 百万円であります。 

7. 退職給付引当金は 7,188 百万円であります。退職給付債務残高は 11,373 百万円、年金資産残高は

4,185 百万円であります。 

8. 商法施行規則第 124 条第 3 項に規定する資産に時価を付した場合の増加純資産額は 7,342 百万円

であります。 

9. システム開発引当金は、商法施行規則第 43 条の引当金であります。 

10. 一株当りの当期純利益は 14,195 円 92 銭であります。 

 

以 上 


