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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】 

(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 第37期中より中間連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

  

回次 第35期中 第36期中 第37期中 第35期 第36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 

売上高 (千円) ― ― 2,565,186 ― ―

経常損失 (千円) ― ― 274,679 ― ―

中間純損失 (千円) ― ― 165,557 ― ―

純資産額 (千円) ― ― 5,641,189 ― ―

総資産額 (千円) ― ― 8,716,571 ― ―

１株当たり純資産額 (円) ― ― 410.86 ― ―

１株当たり中間純損失 (円) ― ― 12.06 ― ―

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 64.7 ― ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― △239,928 ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― △25,700 ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― △69,537 ― ―

現金及び現金同等物 
の中間期末残高 

(千円) ― ― 1,649,398 ― ―

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) ― ―
371
( 35)

― ―



(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 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、第35期中、第35期末、第36期中及び第36期末は、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 第37期中は、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４ 第37期中より中間連結財務諸表を作成しておりますので、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシ

ュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の中間期末残高は記載しておりません。 
  

回次 第35期中 第36期中 第37期中 第35期 第36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 

売上高 (千円) 4,150,125 4,136,007 2,560,661 8,462,683 6,846,623

経常利益又は経常損失
（△） 

(千円) 319,443 414,832 △262,427 692,094 8,169

中間(当期)純利益又は中
間純損失（△） 

(千円) 194,644 273,086 △177,954 422,569 80,203

持分法を適用した 
場合の投資利益 

(千円) ─ ─ ─ ─ ─

資本金 (千円) 1,491,375 1,491,375 1,491,375 1,491,375 1,491,375

発行済株式総数 (株) 13,934,592 13,934,592 13,934,592 13,934,592 13,934,592

純資産額 (千円) 5,729,579 6,082,371 5,643,690 5,958,543 5,890,886

総資産額 (千円) 9,470,274 9,715,541 8,711,346 9,868,817 9,137,082

１株当たり純資産額 (円) 417.15 442.91 411.04 433.02 429.00

１株当たり中間(当期)純
利益又は中間純損失
（△） 

(円) 14.17 19.88 △12.96 29.93 5.84

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

(円) ─ ─ ─ ─ ─

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ─ ─ ─ 10.00 5.00

自己資本比率 (％) 60.5 62.6 64.8 60.4 64.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 607,565 92,683 ─ 306,585 △184,380

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △163,427 △121,916 ─ △327,227 △305,603

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △316,195 △263,365 ─ △341,719 236,106

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 2,714,416 1,934,951 ─ 2,226,180 1,973,465

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 
324 
( 35)

344
( 36)

345
( 33)

329 
( 35)

340
( 35)



２ 【事業の内容】 

当社グループは、当社（パルステック工業株式会社）及び子会社４社により構成されており、その主な事業は、光

ディスク・光ピックアップ等の検査装置及び評価装置、各種計測・制御・データ処理装置等の電子応用機器・装置の

製造及び販売と、業務用及び民生用機器に使用される各種制御用プリント基板組立等の電子部品の組立及び販売を行

っております。 

なお、当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

(注）「区分」の欄に記載された事業内容と、事業の種類別セグメント情報における事業区分とは同一であります。 

  

３ 【関係会社の状況】 

（連結子会社） 

当中間連結会計期間において、次の関係会社の重要性が増したため、連結の範囲に含めております。 

(注) １ 上記子会社は特定子会社に該当せず、有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。 

２ 上記子会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が100分の10以下であ

るため、主要な損益情報等の記載を省略しております。 

  

区分 主要製品 会社名 

電子応用機器・装置事業 
光ディスク関連機器・装置、その他の特殊機
器・装置等 

当 社、㈱ パ ス テ ル、Pulstec 
USA,Inc.、 
帕路斯(天津)国際貿易有限公司、 
帕路斯(北京)科技有限公司 
（会社総数 ５社） 

電子部品組立事業 
製氷機用プリント基板組立、その他のプリント
基板組立等 

当社、㈱パステル 
（会社総数 ２社） 

その他の事業 損害保険代理店手数料、その他 当社   （会社総数 １社）

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有
（％） 

関係内容

帕路斯(北京)科技有限公司
中国 
北京市 

25万US$
電子応用機器・装置
の製造及び販売 

100.0

当社製品の生産及びア
ジア地域への販売なら
びに保守サービス等を
行っております。 



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) 従業員数は就業人員であり、嘱託３名及びパートタイマー35名は含まれておりません。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であり、嘱託３名及びパートタイマー33名は含まれておりません。 

なお、(  )内は臨時雇用者数であり、当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社の労働組合はパルステック工業労働組合と称し、昭和49年７月１日に結成され、平成17年９月30日現在の組

合員数は281名であります。また、結成以来労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。 

連結子会社においては、労働組合は結成されておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

電子応用機器・装置事業 339（22） 

電子部品組立事業 10（ 7） 

その他の事業 1（─） 

全社（共通） 21（ 6） 

合計 371（35） 

従業員数(人) 345(33)



第２ 【事業の状況】 

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)は、連結初年度ですので、前年同期との対比は行

っておりません。 

  

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善により設備投資が増加し、ＩＴ関連の在庫調整も回

復局面入りするなど景気回復の兆しが見られたものの、原油価格高騰の長期化などにより消費動向は本格的な回復

に至らず、景気は緩やかな回復基調で推移しております。 

当業界におきましては、携帯型音楽プレーヤや薄型テレビ、ノート型パソコンなどの需要が好調に推移したこと

により、設備投資意欲も活発化いたしましたが、最終製品の低価格化による影響から設備投資額が縮小されるな

ど、厳しい対応が求められる環境下で推移いたしました。 

このような環境のなかで当社グループは、さらなる成長発展と経営効率の向上を目指し、グローバルな組織づく

りや人材育成に注力するとともに、次世代ＤＶＤ（Ｂlu－ray、ＨＤ ＤＶＤ）の本格的な立ち上がりに向けて新製

品、新技術の開発に努め、販売体制等の強化を図るほか、業務効率の向上や原価低減に努めてまいりましたが、記

録型ＤＶＤ関連設備及び次世代ＤＶＤ関連設備の需要が予想に反し低調であったことから、当中間連結会計期間の

売上高は25億65百万円となりました。 

また、当中間連結会計期間の損益につきましても、コストダウンの推進や固定費の圧縮など収益力の改善に努め

ましたが、売上高の減少による影響が大きく２億74百万円の経常損失、１億65百万円の中間純損失となりました。 

なお、事業製品別の概要につきましては次のとおりであります。 

①電子応用機器・装置 

光ディスク関連機器・装置は、記録型ＤＶＤ関連設備の需要回復と次世代ＤＶＤ関連設備の本格的な立ち上

がりを期待しておりましたが、記録型ＤＶＤ関連設備は、原油高による原材料の値上がり等の影響により緩や

かな回復に止まり、次世代ＤＶＤ関連設備は、規格統一の動きや両陣営による主導権争いの熾烈化等の要因に

より、当初の生産立ち上げ時期が大幅に遅れていることから、低調な推移となりました。 

また、その他の特殊機器・装置は、自動車業界の好調に支えられ車両関連装置や３Ｄスキャナの需要が増加

したものの、温熱電子機器は薬事法改正の影響により販売先からの受注量が大幅に減少したことから、低調な

推移となりました。 

この結果、売上高は23億９百万円となりました。 

  

②電子部品組立 

製氷機用プリント基板組立の需要に大きな変動がなかったことから、売上高は２億54百万円となりました。 



③その他 

損害保険代理店事業の新規契約の伸び悩みにより、手数料収入は１百万円となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

３Ｄスキャナと車両関連装置は好調に推移したものの、次世代ＤＶＤの生産設備が低調であったことによ

り、売上高は25億33百万円となりました。 

  

②アジア 

ＤＶＤプレーヤの低価格化等による影響から、台湾や中国市場の設備投資が低迷したことにより、売上高は

31百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、売上債権の減少等による資金

の増加がありましたが、売上高の減少に伴う収益の悪化により税金等調整前中間純損益が２億75百万円の損失とな

ったため、当中間連結会計期間末には16億49百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は２億39百万円となりました。 

主な増加要因は、売上債権の減少（１億77百万円）、減価償却費（１億29百万円）、法人税等の還付（１億３百万

円）であり、主な減少要因は、税金等調整前中間純損失の計上（△２億75百万円）、たな卸資産の増加（△１億63百

万円）、仕入債務の減少（△１億４百万円）であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は25百万円となりました。 

主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入（90百万円）であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得によ

る支出（△１億16百万円）であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は69百万円となりました。 

主な減少要因は、利益処分による配当金の支払（△ 68百万円）であります。 

  

  

  

  



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 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２ その他の事業(損害保険代理店手数料)につきましては、生産高から除いております。 

  

(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) １ 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２ その他の事業(損害保険代理店手数料)につきましては、受注高及び受注残高から除いております。 

  

区分 金額(千円)

電子応用機器・装置事業 2,452,020 

電子部品組立事業 243,650 

合計 2,695,670 

区分 受注高(千円) 受注残高(千円) 

電子応用機器・装置事業 2,317,411 1,200,766 

電子部品組立事業 248,000 39,362 

合計 2,565,411 1,240,128 



(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 当中間連結会計期間の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は、次のとおりであります。

  

２ 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

区分 金額(千円)

電子応用機器・装置事業 2,309,947 

電子部品組立事業 254,030 

その他の事業 1,208 

合計 2,565,186 

相手先

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) 

金額(千円) 割合(％) 

WORLD VANTAGE CO.,LTD 295,567 11.5 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について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】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループは、「創意と工夫をもって新たな価値を創造し、社会の発展に貢献する。」を企業理念に掲げ、永年

培ったノウハウと先端技術を駆使し、ますます多様化・高度化するユーザーニーズにマッチした顧客満足が得られる

製品提供を目指して積極的な研究開発活動を推進しております。 

当社グループの研究開発活動は、当社の研究開発室と技術本部で行われており、研究開発室は今までにない新製品

の研究開発を中心に活動し、技術本部は既存製品を応用した新製品開発や既存製品の機能向上等の改良開発を中心に

活動しております。また、大規模の研究開発案件や多数の技術者を必要とするテーマについては、研究開発室と技術

本部が協力してプロジェクトチームを編成し、最適な研究開発環境において目的に適したタイムリーな研究開発活動

を行うこととしております。 

なお、当社グループの研究開発専任者は、当中間連結会計期間の期末日現在で10名(総従業員数の約2.7％)でありま

す。 

当中間連結会計期間における電子応用機器・装置事業の研究開発費の総額は３億59百万円であり、テーマ別研究開

発の目的、主要課題及び研究開発の成果は次のとおりであります。 

  

(1) 光学式調整機の開発 

本装置は、リアルタイムで波面計測を行いながら、光ピックアップの光学系を調整することができる光学式の調

整機で、従来の光干渉計による調整と比較し、同等の計測精度を維持しつつ、調整作業の効率化と低価格化を実現

いたしました。また、本装置は、光ピックアップの特性解析用途にも使用できます。 

 本装置の主な特徴は次のとおりであります。 

① 平行光束と発散光束が計測できるので、光ピックアップのコリメート調整や対物レンズの傾角調整が容易に行

える。 

② 収差によりアライメントエラーの定量化ができる。 

③ リアルタイムに計測できるので、干渉縞や波面（２D、３D画像）、強度分布もレスポンス良くグラフィック表

示できる。 

④ オートコリメータを内蔵したことにより、光ピックアップの取り付けシャフトやカバーガラスなどのアライメ

ントができる。 

⑤ スポット集光状態の観測（オプション機能）ができる。 

⑥ 光ピックアップのアクチュエータ、Ⅹ―Ｙ方向の調整機構部にサーボをかけることにより、調整中に発生する

振動を最小に抑えることができるので、安定した波面計測ができる。 

  

(2) 次世代光ディスク対応型光ピックアップ評価装置（Ｏ－ＰＡＳ８００）の開発 

次世代光ディスク（Ｂlu－ray、ＨＤ ＤＶＤ）に使用される青色レーザを搭載した光ピックアップの諸特性を評

価するための再生評価装置を開発いたしました。 

本装置は、光ピックアップの生産ラインや品質管理用検査装置、開発用実験装置など、多目的に使用することが

できます。 



本装置の主な特徴は次のとおりであります。 

① ＣＤ－ＲＯＭ／Ｒ／ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ／±Ｒ／±ＲＷ／±Ｒ ＤＬ、ＢＤ－ＲＯＭ／Ｒ／ＲＥ、ＨＤ ＤＶ

Ｄ－ＲＯＭ／Ｒ／ＲＷの標準速度に対応した光ピックアップの再生評価ができる。 

② ２ヘッド仕様の光ピックアップにも対応できる。 

③ パソコンからの設定（サーボイコライザ特性も設定できる）により、機種切替えが容易にできる。 

④ 各メディアに対応したパラメータ設定と保存が容易にできる。 

⑤ マイコンを追加することにより、各種シリアル通信タイプＬＤドライバに対応できる（オプション機能）。 

⑥ 専用ボードの追加により、ＤＶＤ－ＲＡＭにも対応できる（オプション機能）。 

⑦ 従来機と比較し、小型軽量化を実現した。 

  

(3) コリニアホログラフィックメディア評価システム（ＳＨＯＴ－１０００）の開発 

（株）オプトウエアが特許を保有するコリニア方式のホログラムデータ記録ディスク（Holographic Versatile 

Disc：ＨＶＤと称し、ＤＶＤと同一形状でありながら、１テラバイトの記憶容量が実現できる次々世代の光ディス

クとして国内外で注目されている。）の諸特性を評価するシステムを開発いたしました。 

本システムは、㈱オプトウエアとのライセンス契約により、コリニア方式に関する技術供与を受け、感光材料を

用いたホログラム記録用ディスクに、コリニア方式でページデータを記録・再生することにより、ディスクの諸特

性を評価するシステムで、国内外の材料・メディアメーカや関連メーカにおいて、ホログラム記録用素材の研究や

関連製品の開発・実験用システムとして使用されます。 

本システムの主な評価項目は次のとおりであります。 

① ページデータ・パターンの記録・再生評価 

② ＳＮＲ評価 

③ エラーレート評価 

④ エラーマップ評価 

⑤ 濃淡ヒストグラム評価 

⑥ 記録パワーマージン評価 

⑦ チルトマージン評価 

⑧ デフォーカスマージン評価 

⑨ クロストーク評価 

  

（4） 三次元測定機用高精度３Ｄスキャナ（ＴＤＳ１６２３ＰＨ）の開発 

三次元測定機（ＣＭＭ）に搭載して使用できる高精度の非接触三次元スキャナを開発いたしました。 

本スキャナは、三次元データの非接触・高精度・高速計測を可能にした三次元測定機用の非接触三次元スキャナ

で、三次元測定機の標準接触針（プローブ）と同一のオートジョイント（Renishaw製ＰＨ１０）を採用したことに

より、段取り替えが容易に行えるほか、繰り返し計測精度±０．０２ｍｍ以下と高精度でありながら、毎秒１５０

００ポイントの点群データを取得することができます。 

本スキャナの主な特徴は次のとおりであります。 

① 計測幅（２０～１５８ｍｍ）、計測ピッチ（０．０５～０．４ｍｍ）は、計測対象物に合わせて６つのモード

から選択できる。 

② 光沢のある物や黒色の物もスプレーなしで精度良く計測できる。 

③ 毎秒１５０００ポイントの点群データが取得できる。 

④ 毎秒６０ラインの高速計測ができる。 

⑤ オートジョイントＰＨ１０の採用により、着脱が容易にできる。 



⑥ スキャナ重量４３５グラム、サイズ６２×１２０×９０ｍｍと小型軽量である。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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、重要な変更並び

に重要な設備計画の完了はありません。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。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 32,000,000

計 32,000,000

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20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 13,934,592 13,934,592
東京証券取引所
市場第二部 

────── 

計 13,934,592 13,934,592 ───── ────── 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 上記の所有株式数のうち、信託業務にかかわる株式数は、次のとおりであります。 

日本トラスティサービス信託銀行株式会社   872千株 

２ スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社から、平成17年７月14日付の大量保有の写しの送付があり、同日現在

で871千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確

認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

  

  

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
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成17年９月30日 ― 13,934,592 ― 1,491,375 ― 2,401,642

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(％) 

伊 藤 克 己 静岡県浜松市貴布弥2687 1,350 9.69

多賀谷 澄 芳 静岡県浜松市山手町32-7-501 976 7.01

日本トラスティサービス信託銀
行株式会社 

東京都中央区晴海１丁目8-11 872 6.26

桑 原   孝 静岡県浜松市笠井町424 426 3.06

竹 内 正 規 静岡県浜松市宮口3123-3 411 2.95

坪 井 邦 夫 静岡県浜松市広沢３丁目23-17 410 2.94

パルステック工業社員持株会 静岡県浜松市東三方町90-3 282 2.03

木 下 達 夫 
静岡県浜松市成子町18-11
成子坂壱番街1107 

237 1.70

内 山   亨 静岡県浜松市横山町862 217 1.56

坂 倉   茂 静岡県浜松市野口町445-3 210 1.51

計 ― 5,393 38.71

大量保有者 スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社 

住所 東京都品川区大崎一丁目11番２号ゲートシティ大崎 

保有株券等の数 株式 871,000株 

株券等保有割合 6.25％ 



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権１個)含まれております。 

  

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、東京証券取引所市場第二部によるものであります。 

  

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

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  204,000

― ─ 

完全議決権株式(その他) 普通株式13,188,000 13,188 ─ 

単元未満株式 普通株式  542,592 ― ─ 

発行済株式総数 13,934,592 ― ― 

総株主の議決権 ― 13,188 ― 

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） 

パルステック工業株式会社 

静岡県浜松市東三方町 
90─３ 

204,000 ― 204,000 1.47 

計 ― 204,000 ― 204,000 1.47

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 600 574 580 574 556 575

最低(円) 540 540 540 545 508 507



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。 

  

(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。 

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おります。 

  

(3) 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)は、初めて中間連結財務諸表を作成している

ため、以下に掲げる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は前中間連結会計期間及び前連結会計年度との対比は行っておりません。 

  

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、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、新日本監査法人により監査を受けておりま

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】 

  

  

    
当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比 
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金    1,651,407   

２ 受取手形及び売掛金    1,841,381   

３ たな卸資産    2,113,845   

４ その他   285,938   

 貸倒引当金   △1,834   

流動資産合計   5,890,739 67.6 

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※２ 700,505   

(2) 工具器具備品   442,492   

(3) 土地 ※２ 389,885   

(4) その他   168,109 1,700,993 19.5 

２ 無形固定資産   46,804 0.5 

３ 投資その他の資産     

(1) 繰延税金資産  514,972   

(2) その他  586,043   

貸倒引当金  △309   

投資損失引当金   △22,671 1,078,034 12.4 

固定資産合計   2,825,832 32.4 

資産合計   8,716,571 100.0 

       



  

    
当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比 
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金   277,704   

２  一年内返済予定長期借入金 ※２ 225,000   

３ 未払金 ※2,4 669,805   

４ 未払法人税等   11,348   

５ 未払消費税等 ※５ 12,376   

６ 賞与引当金   139,709   

７ その他   215,976   

流動負債合計   1,551,920 17.8 

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金 ※２ 275,000   

２ 長期未払金 ※２ 54,724   

３ 退職給付引当金   840,182   

４ 役員退職慰労引当金   353,555   

固定負債合計   1,523,461 17.5 

負債合計   3,075,382 35.3 

      

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   1,491,375 17.1 

Ⅱ 資本剰余金   2,401,642 27.6 

Ⅲ 利益剰余金   1,903,786 21.8 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   3,794 0.0 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △2,453 △0.0 

Ⅵ 自己株式   △156,956 △1.8 

資本合計   5,641,189 64.7 

負債・資本合計   8,716,571 100.0 

      



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   2,565,186 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,854,626 72.3 

売上総利益   710,560 27.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 995,833 38.8 

営業損失   285,273 △11.1 

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息   454   

２ 受取配当金   242   

３ 為替差益   4,122   

４ 還付加算金   2,900   

５ 投資事業組合投資利益   2,611   

６ その他   3,127 13,457 0.5 

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息   2,860   

２ その他   4 2,864 0.1 

経常損失   274,679 △10.7 

Ⅵ 特別利益     

１ 固定資産売却益 ※２ 8,011   

２ 貸倒引当金戻入益   178 8,190 0.3 

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産除却損 ※３ 8,428   

２ 投資損失引当金繰入額   1,003 9,431 0.4 

税金等調整前中間純損失   275,921 △10.8 

法人税、住民税 
及び事業税 

※４ △110,363 △4.3 

中間純損失   165,557 △6.5 

      



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

    
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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,401,642 

Ⅱ 資本剰余金中間期末残高   2,401,642 

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   2,138,002 

Ⅱ 利益剰余金減少高     

１ 配当金  68,658   

２ 中間純損失   165,557 234,216 

Ⅲ 利益剰余金中間期末残高   1,903,786 

      



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

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) 

区分 
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失   △ 275,921 

減価償却費   129,531 

退職給付引当金の増加額   27,735 

役員退職慰労引当金の増加額   5,205 

賞与引当金の減少額   △ 59,931 

貸倒引当金の減少額   △ 178 

投資損失引当金の増加額   1,003 

受取利息及び受取配当金   △ 696 

支払利息   2,860 

為替差益   △ 2,612 

有形固定資産売却益   △ 8,011 

有形固定資産除却損   8,428 

売上債権の減少額   177,523 

たな卸資産の増加額   △ 163,575 

仕入債務の減少額   △ 104,777 

未払消費税等の減少額   △ 4,572 

その他   △ 72,310 

小計 △ 340,300 

利息及び配当金の受取額   734 

利息の支払額   △ 4,109 

法人税等の還付額 103,747 

営業活動によるキャッシュ・フロー △239,928 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出   △12,249 

定期預金の払戻による収入   24,576 

有形固定資産の取得による支出   △116,922 

有形固定資産の売却による収入   90,080 

無形固定資産の取得による支出 △11,195 

その他 10 

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,700 



  

  
  

  
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) 

区分 
注記
番号

金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出   △878 

配当金の支払額 △68,658 

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,537 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 84 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △335,081 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,984,480 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,649,398 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

項目 
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) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 １社 
  連結子会社の名称 

帕路斯(北京)科技有限公司 
なお、上記子会社の重要性が増したため、当中間連結会
計期間から連結の範囲に含めております。 

  (2) 非連結子会社の名称 
(株)パステル 
Pulstec USA,Inc. 
帕路斯(天津)国際貿易有限公司 

（連結の範囲から除いた理由） 
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資
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）等は、いずれ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ります。 

２ 持分法の適用に関する事
項 

持分法を適用しない非連結子会社（(株)パステル、
Pulstec USA,Inc.、帕路斯(天津)国際貿易有限公司）は、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
ないため持分法の適用範囲から除外しております。 

３ 連結子会社の中間決算日
等に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、６月30日であります。 
 中間連結財務諸表の作成に当たっては、中間決算日現在の
財務諸表を使用しております。ただし、中間連結決算日まで
の期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整
を行っております。 

４ 会計処理基準に関する事
項 

  

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法 

① 有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 
中間連結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、売却原価は総平均法
により算定） 
時価のないもの 
総平均法による原価法 
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合へ

の出資（証券取引法第２条第２項により有価証券とみな
されるもの）については、組合規約に規定される決算報
告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込む方法によっております。 

  
② デリバティブ 

時価法 



  

  

項目 
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) 

  

③ たな卸資産 
製品・仕掛品 
電子応用機器・装置事業製品は個別法による原価法 
電子部品組立事業製品は総平均法による原価法 
原材料 
当社は総平均法による原価法を、また、在外連結子会社
は移動平均法による原価法を採用しております。 
貯蔵品 
最終仕入原価法 

(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 
当社は定率法を、また、在外連結子会社は当該国の会計
基準の規定に基づく定額法を採用しております。 
ただし、当社は平成10年４月１日以降に取得した建物
（付属設備を除く）については、定額法を採用しておりま
す。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
建物及び構築物    11～47年 
機械装置及び運搬具  ２～15年 
工具器具備品     ２～20年 

  ② 無形固定資産 
当社は定額法を採用し、在外連結子会社は所在地国の会
計基準に基づく定額法を採用しております。 
なお、自社利用の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おりま
す。 

(3) 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、当社は一般債権
については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定債権
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。また、在外連結子会社については、個
別の債権の回収可能性を勘案した回収不能見込額を計上し
ております。 

  ② 投資損失引当金 
当社は関係会社等に対する投資についての発生の見込ま
れる損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、
必要額を計上しております。 

  ③ 賞与引当金 
当社は従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のう
ち当中間連結会計期間に負担すべき額を計上しておりま
す。 



  

項目 
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) 

  

④ 退職給付引当金 
当社は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
おります。 
また、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（15年）に
よる定額法により按分した額をそれぞれ翌事業年度から費
用処理することとし、過去勤務債務は、その発生時の従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定
額法により処理することとしております。 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 
当社は役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ
く中間期末要支給額を計上しております。 

(4) 重要な外貨建の資産又
は負債の本邦通貨への
換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。なお、在外子会社等の資産及び負債は、中間決算日の
直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平
均相場により円貨に換算し、為替差額は資本の部における
為替換算調整勘定に含めて計上しております。 

(5) 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。 

(6) 重要なヘッジ会計の方
法 

① ヘッジ会計の方法 
為替予約取引について振当処理を採用しております。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 
為替予約取引 
ヘッジ対象 
外貨建金銭債権 

  ③ ヘッジ方針 
外貨建金銭債権に係る将来の為替レート変動リスクを回
避する目的で包括的な為替予約取引を行っております。為
替予約取引は、通常の外貨建営業取引に係る輸出実績等を
踏まえ、必要な範囲で実施しております。 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 
為替予約により、その後の為替相場の変動による相関関
係は完全に確保され、ヘッジ効果が当然に認められること
から、ヘッジ有効性の評価は特に行っておりません。 

(7) その他中間連結財務諸
表作成のための基本と
なる事項 

消費税等の会計処理 
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

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ヵ月以内に償還期限の到来す
る短期投資からなっております。 



追加情報 

  

  

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) 

（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。 
これによる損益に与える影響はありません。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

項目 
当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

※１ 有形固定資産
の減価償却累
計額 

  2,078,670 千円   

※２ 担保資産         
  (1)  担保に

供 し て
い る 資
産 

          

  建 物
及び構
築物 

    180,821 千円   

  土地     346,636     
  計     527,457     
  (2)  担保資

産 に 対
応 す る
債務 

          

  一 年
内 返
済 予
定 長
期 借
入金 

    225,000 千円   

  未 払
金 

    17,266     

  長 期
借入金 

    275,000     

  長 期
未払金 

    54,258     

  計     571,524     
３ 当座貸越契約 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６

行と当座貸越契約を締結しております。借入枠としては
1,208,000千円ありますが、当中間連結会計期間末日における
実行残高はありません。 

※４ ファクタリン
グ方式により
振替えた仕入
債務の未払額 

  537,847 千円   

※５ 消費税等の取
扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ「未払消費
税等」として表示しております。 



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

項目 
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) 

※１ 販売費及び一般管理費
のうち主要なもの 

  

給与手当   186,134 千円   
賞与引当金繰入額   31,705   
退職給付費用   13,731   
役員退職慰労引当金繰
入額 

  5,205   

研究開発費   359,035   
※２ 固定資産売却益の内訳   

建物及び構築物   7,502 千円   
工具器具備品   484     
土地   24     

  計   8,011     
※３ 固定資産除却損の内訳   

工具器具備品 8,428 千円   
  計   8,428     
※４ 税金費用の処理 当中間連結会計期間における税金費用については、簡便法

による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は
「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

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) 

 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 

   （平成17年９月30日現在）   

現金及び預金勘定 1,651,407 千円   

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △2,009     

現金及び現金同等物 1,649,398     

        



(リース取引関係) 

  

  

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) 

 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 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
取得価額相
当額 

減価償却累
計額相当額 

中間期末残
高相当額 

工具器具備品 
千円 
27,900 

千円 
6,975 

千円 
20,925 

無形固定資産 21,480 5,370 16,110 
合計 49,380 12,345 37,035 

（注）取得価額相当額は、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。 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額 
１年内 9,876 千円   
１年超 27,159     

  合計 37,035     
（注）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。 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 4,938 千円   
減価償却費相当額 4,938 千円   

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おります。 
（減損損失について） 
 リース資産に配分された減損損失はありません。 



(有価証券関係) 

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日現在) 

  

  

  

  

  

１ その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

  取得原価 
中間連結貸借対照表

計上額 
差額 

(1) 株式 4,076 10,375 6,298

(2) 債券  

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 4,076 10,375 6,298

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 （単位：千円）

  中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券       

 非上場株式   84,367   

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出
資 

  87,258   

    171,625   



(デリバティブ取引関係) 

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日現在) 

当社は為替予約取引を利用していますが、すべてヘッジ会計を適用していることから該当事項はありません。

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

電子応用機器・装置事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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) 

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

載を省略しております。 

  

  



【海外売上高】 

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) 

（注）１ 国または地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２ 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア：台湾、韓国、中国 

（2）北米：アメリカ 

（3）ヨーロッパ：オーストリア、スウェーデン、イギリス 

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

  

  

  

  ア ジ ア 北  米 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 391,296 125,190 46,933 563,420 

Ⅱ 連結売上高（千円）       2,565,186 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合
（%） 

15.3 4.9 1.8 22.0 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  
  

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) 

１株当たり純資産額 410.86円

１株当たり中間純損失金額 12.06円

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、１株当たり中間純損失であ
り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

項目 
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) 

中間純損失（千円） 165,557 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る中間純損失（千円） 165,557 

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,730 



(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。 

  



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(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金   1,936,999   1,605,494 1,987,801   

２ 受取手形   463,783   481,779 370,012   

３ 売掛金   2,338,638   1,453,903 1,683,329   

４ たな卸資産   1,823,249   2,072,126 1,901,420   

５ 未収還付法人税等   ─   ─ 83,019   

６ その他   262,835   275,565 183,125   

 貸倒引当金   △2,808   △1,948 △2,103   

  流動資産合計    6,822,698 70.2 5,886,921 67.6   6,206,606 67.9

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１        

(1) 建物 ※２ 736,371   687,598 715,987   

(2) 工具器具備品   ─   439,927 431,008   

(3) 土地 ※２ 460,646   389,885 460,646   

(4) その他 ※２ 578,120   181,016 178,145   

 有形固定資産合計   1,775,138   1,698,428 1,785,788   

２ 無形固定資産   52,458   46,804 44,501   

３ 投資その他の資産          

(1) 繰延税金資産   491,893   514,972 515,568   

(2) その他   573,662   612,563 606,595   

 貸倒引当金   △309   △309 △309   

投資損失引当金   ─   △48,033 △21,667   

 投資その他の資産 
 合計   1,065,246   1,079,192 1,100,185   

固定資産合計    2,892,843 29.8 2,824,425 32.4   2,930,476 32.1

資産合計    9,715,541 100.0 8,711,346 100.0   9,137,082 100.0

           



  

    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(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形   62,540   27,767 46,130   

２ 買掛金   314,760   264,317 260,753   

３ 一年内返済予定 
  長期借入金 ※２ ─   225,000 ─   

４ 未払金 ※2,4 1,219,639   661,305 761,311   

５ 未払法人税等   175,015   11,348 ─   

６ 未払消費税等 ※５ 14,149   12,376 16,338   

７ 賞与引当金   265,535   139,709 199,641   

８ その他   199,997   202,368 229,699   

流動負債合計    2,251,637 23.2 1,544,194 17.7   1,513,875 16.6

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金 ※２ ─   275,000 500,000   

２ 長期未払金 ※２ 71,990   54,724 71,524   

３ 退職給付引当金   966,397   840,182 812,447   

４ 役員退職慰労引当金   343,145   353,555 348,350   

 固定負債合計    1,381,532 14.2 1,523,461 17.5   1,732,321 18.9

 負債合計    3,633,169 37.4 3,067,656 35.2   3,246,196 35.5

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    1,491,375 15.4 1,491,375 17.1   1,491,375 16.3

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   2,401,642   2,401,642 2,401,642   

 資本剰余金合計    2,401,642 24.7 2,401,642 27.6   2,401,642 26.3

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   187,000   187,000 187,000   

２ 任意積立金   1,813,000   1,813,000 1,813,000   

３ 中間(当期)未処分 
利益又は中間未処理
損失（△） 

  343,331   △96,165 150,447   

 利益剰余金合計    2,343,331 24.1 1,903,834 21.9   2,150,447 23.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    1,573 0.0 3,794 0.0   3,499 0.0

Ⅴ 自己株式    △155,549 △1.6 △156,956 △1.8   △156,078 △1.7

 資本合計    6,082,371 62.6 5,643,690 64.8   5,890,886 64.5

 負債・資本合計    9,715,541 100.0 8,711,346 100.0   9,137,082 100.0

           



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(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    4,136,007 100.0 2,560,661 100.0   6,846,623 100.0

Ⅱ 売上原価    2,591,723 62.7 1,864,340 72.8   4,574,182 66.8

売上総利益    1,544,284 37.3 696,321 27.2   2,272,441 33.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,134,162 27.4 974,292 38.0   2,275,806 33.2

営業利益又は営業損
失（△）    410,121 9.9 △277,971 △10.8   △3,365 0.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  6,765 0.1 18,408 0.7   18,893 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  2,055 0.0 2,864 0.1   7,358 0.1

経常利益又は経常損
失（△）    414,832 10.0 △262,427 △10.2   8,169 0.1

Ⅵ 特別利益 ※３  4 0.0 8,166 0.3   183,289 2.7

Ⅶ 特別損失 ※４  7,918 0.2 34,793 1.4   31,508 0.5

税引前中間（当期）
純利益又は税引前中
間純損失（△） 

   406,918 9.8 △289,055 △11.3   159,949 2.3

法人税、住民税 
及び事業税 ※６  133,831 3.2 △111,101 △4.3   27,526 0.4

法人税等調整額 ※６  ─ ─ ─ ─   52,220 0.7

中間（当期）純利益
又 は 中 間 純 損 失
（△） 

   273,086 6.6 △177,954 △7.0   80,203 1.2

前期繰越利益    70,244 81,788   70,244 

中間（当期）未処分
利益又は中間未処理
損失（△） 

   343,331 △96,165   150,447 

           



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
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) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間（当期）純利益  406,918 159,949

減価償却費  132,872 282,697

退職給付引当金の増減額（減少：△）  34,433 △119,517

役員退職慰労引当金の増加額  5,205 10,410

賞与引当金の減少額  △64,340 △130,234

貸倒引当金の減少額  △4 △708

投資損失引当金の増加額  ─ 21,667

受取利息及び受取配当金  △490 △801

支払利息  2,034 3,431

為替差益  △1,687 △1,303

投資有価証券評価損  7,377 7,377

有形固定資産除却損  540 2,463

売上債権の減少額  4,361 753,441

たな卸資産の増加額  △191,497 △269,668

仕入債務の減少額  △50,048 △537,069

未払（未収還付）消費税等の増加額  64,179 66,368

役員賞与の支払額  △11,420 △11,420

その他  △36,554 △54,389

小計  301,879 182,694

利息及び配当金の受取額  451 801

利息の支払額  △3,455 △4,129

法人税等の支払額  △206,191 △363,746

営業活動によるキャッシュ・フロー  92,683 △184,380



  

  
 

 

   
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) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △12,483 △24,771

定期預金の払戻による収入  25,044 25,044

有形固定資産の取得による支出  △124,163 △298,970

有形固定資産の売却による収入  3,685 3,685

無形固定資産の取得による支出  △4,000 △4,000

投資有価証券の取得による支出  △10,000 △10,000

投資事業組合からの分配金による収入  ─ 3,407

投資活動によるキャッシュ・フロー  △121,916 △305,603

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の借入による収入  ─ 500,000

長期借入金の返済による支出  △125,000 △125,000

自己株式の取得による支出  △1,024 △1,552

配当金の支払額  △137,341 △137,341

財務活動によるキャッシュ・フロー  △263,365 236,106

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1,369 1,164

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △291,229 △252,714

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,226,180 2,226,180

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  1,934,951 1,973,465

    



    
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成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 

子会社及び関連会社株式 

総平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は総平均法に

より算定) 

時価のないもの 

 総平均法による原価

法 

(1) 有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

  

  

  

  

時価のないもの 

総平均法による原価
法 
なお、投資事業有限
責任組合及びそれに類
する組合への出資（証
券取引法第２条第２項
により有価証券とみな
されるもの）について
は、組合規約に規定さ
れる決算報告日に応じ
て入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込
む方法によっておりま
す。 

(1) 有価証券 

子会社及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法

により処理し、売却原

価は総平均法により算

定) 

時価のないもの 

総平均法による原価
法 
なお、投資事業有限
責任組合及びそれに類
する組合への出資（証
券取引法第２条第２項
により有価証券とみな
されるもの）について
は、組合規約に規定さ
れる決算報告日に応じ
て入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込
む方法によっておりま
す。 

  (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 

製品・仕掛品 

 電子応用機器・装置

事業製品は個別法によ

る原価法 

 電子部品組立事業製

品は総平均法による原

価法 

原材料 

 移動平均法による原

価法 

貯蔵品 

 最終仕入原価法 

(3) たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

  

  

  

  

  

原材料 

総平均法による原

価法 

貯蔵品 

同左 

(3) たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

  

  

  

  

  

原材料 

移動平均法による原

価法 

貯蔵品 

同左 



  

  

項目 
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) 

    （会計方針の変更） 
原材料の評価方法は、
従来、移動平均法を採用
しておりましたが、当中
間会計期間から総平均法
に変更いたしました。 
この変更は、基幹業務
統合パッケージシステム
（ＥＲＰシステム）の導
入を機に、事務処理の合
理化を図るとともに、原
材料の払出原価の平均化
により、期間損益をより
適正に算定することを目
的として行ったものであ
ります。 
なお、この変更によ
り、前中間会計期間と同
一の基準によった場合に
比べ売上原価が2,058千円
減少し、営業損失、経常
損失及び税引前中間純損
失がそれぞれ同額減少し
ております。 

  

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

(付属設備を除く)につい

ては、定額法を採用して

おります。 

 なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物     11～47年 

機械装置   ２～15年 

工具器具備品 ２～20年 

(1) 有形固定資産 

同左 

  

(1) 有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (2) 無形固定資産 

 自社利用のソフトウェ

アについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)

に基づく定額法 

(2) 無形固定資産 

同左 

  

(2) 無形固定資産 

同左 

  



  

  

項目 
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 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  

(1) 貸倒引当金 

同左 

  

  (2) ―――――― (2) 投資損失引当金 
関係会社等に対する投
資についての発生の見込
まれる損失に備えるた
め、当該会社の財政状態
等を勘案し、必要額を計
上しております。 

(2) 投資損失引当金 
関係会社等に対する投
資についての発生の見込
まれる損失に備えるた
め、当該会社の財政状態
等を勘案し、必要額を計
上しております。 

（追加情報） 
当事業年度において、
関係会社等への投資に係
る損失に備える必要が生
じたため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要
額を計上しております。 

  (3) 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備

えるため、支給見込額の

うち当中間会計期間に負

担すべき額を計上してお

ります。 

(3) 賞与引当金 

同左 

(3) 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備

えるため、支給見込額の

うち当事業年度に負担す

べき額を計上しておりま

す。 



    

項目 
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) 

  (4) 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。 

 また、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(15年)による定額

法により按分した額をそ

れぞれ翌事業年度から費

用処理することとし、過

去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(15年)による定額法によ

り処理することとしてお

ります。 

(4) 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
を計上しております。 
また、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（15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、過去勤務債務は、
その発生時の従業員の平
均残存勤務期間以内の一
定の年数（15年）による
定額法により費用処理す
ることとしております。 
  

(4) 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

おります。 

 また、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(15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、過去勤務債務は、そ

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(15年)によ

る定額法により費用処理

することとしておりま

す。 

（追加情報） 
当社は、確定拠出年金
法の施行に伴い、平成16
年10月に適格退職年金制
度から確定拠出年金制度
及び退職金前払い制度へ
移行し、「退職給付制度
間の移行等に関する会計
処理」（企業会計基準適
用指針第１号）を適用し
ております。なお、本移
行に伴う影響額として
は、182,580千円の特別
利益が発生しておりま
す。 

  (5) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額を

計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

  

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上

しております。 

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への

換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

同左 

  

 外貨建金銭債権債務は、

期末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おり

ます。 



  

  

項目 
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) 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

  

同左 

  

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 為替予約取引について

振当処理を採用しており

ます。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段 

 為替予約取引 

ヘッジ対象 

 外貨建金銭債権 

(3) ヘッジ方針 

 外貨建金銭債権に係る

将来の為替レート変動リ

スクを回避する目的で包

括的な為替予約取引を行

っております。為替予約

取引は、通常の外貨建営

業取引に係る輸出実績等

を踏まえ、必要な範囲で

実施しております。 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

 為替予約により、その

後の為替相場の変動によ

る相関関係は完全に確保

され、ヘッジ効果が当然

に認められることから、

ヘッジ有効性の評価は特

に行っておりません。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

  

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

  



  

  

  

  

項目 
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) 

７ 中間キャッシュ・

フロー計算書（キャ

ッシュ・フロー計算

書）における資金の

範囲 

 中間キャッシュ・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

内に償還日の到来する短期

投資からなっております。 

―――――― 

  

 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

投資からなっております。 

８ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成の

ための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理

は、税抜方式によって

おります。 

消費税等の会計処理 

同左 

  

  

消費税等の会計処理 

同左 

  

  



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

  

  

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。 
これによる損益に与える影響はあ
りません。 

―――――― 

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) 

―――――― （中間貸借対照表） 
 「工具器具備品」は、前中間期まで有形固定資産の
「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間期
末において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲
記しました。 
なお、前中間期末の「工具器具備品」の金額は
485,626千円であります。 

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（当事業年度 17,805千
円）については、販売費及び一般管
理費に計上しております。この結
果、従来と同一の基準によった場合
に比べ、営業損失が 17,805千円増加
し、経常利益及び税引前当期純利益
が 17,805千円それぞれ減少しており
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) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 

  

1,977,249千円

  

2,078,275千円

  

2,083,114千円

※２ 担保資産 

(1) 担保に供している

資産 

建物 

その他（構築物）

土地 

計 

  

  

  

191,399千円

2,188 

346,636 

540,223 

  

  

  

178,824千円

1,997 

346,636 

527,457 

  

  

  

184,884千円

2,085 

346,636 

533,606 

(2) 担保資産に対応す

る債務 

一年内返済予定

長期借入金 

未払金 

長期借入金 

長期未払金 

計 

  

  

─千円

17,266 

─ 

71,990 

89,256 

  

  

225,000千円

17,266 

275,000 

54,258 

571,524 

  

  

─千円

17,266 

500,000 

71,524 

588,790 

  上記には、静岡県の制度

融資に基づく売買予約・使

用貸借による建物64,641千

円、そ の 他（構 築 物）

2,188千円、土地148,735千

円が含まれており、対応債

務は未払金17,266千円、長

期未払金71,990千円であり

ます。 

  上記には、静岡県の制度

融資に基づく売買予約・使

用貸借による建物61,979千

円、構築物2,085千円、土

地148,735千円が含まれて

おり、対応債務は未払金1

7,266千円、長期未払金7

1,524千円であります。 

 ３ 当座貸越契約 

  

当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引

銀行６行と当座貸越契約を

締結しております。借入枠

としては1,208,000千円あ

りますが、当中間会計期間

末日における実行残高はあ

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６行と当座貸越契約を

締結しております。借入枠

としては1,208,000千円あ

りますが、当事業年度末日

における実行残高はありま

せん。 

※４ ファクタリング

方式により振替

えた仕入債務の

未払額 

1,042,531千円 537,847千円 607,450千円

※５ 消費税等の取扱

い 

仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ「未払消

費税等」として表示しており

ます。 

同左 ―――――― 

  



(中間損益計算書関係) 

  

  
  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  
  

項目 
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 

  

  

248 千円

  

  

378 千円

  

  

508千円

※２ 営業外費用のう

ち主要なもの 

支払利息 

  

  

2,034 千円

  

  

2,860 千円

  

  

3,431千円

※３ 特別利益のうち

主要なもの 

貸倒引当金 
戻入益 

  

  

4  

  

  

154  

  

  

708  

※４ 特別損失のうち

主要なもの 

投資損失引当

金繰入額 

  

  

─千円

  

  

26,365 千円

  

  

21,667千円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 

無形固定資産 

長期前払費用 

  

117,127 千円

8,537  

7,206  

  

113,984 千円

8,892  

─  

  

252,256千円

16,494  

13,947  

※６ 税金費用の処理  当中間会計期間における

税金費用については、簡便

法による税効果会計を適用

しているため、法人税等調

整額は「法人税、住民税及

び事業税」に含めて表示し

ております。 

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) 

前事業年度
(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会計期間末残高と中間貸借

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日現在) 

  

現金及び預金勘定 1,936,999 千円 

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△2,048   

現金及び現金同等物 1,934,951   

 現金及び現金同等物の当事業年度末残高と貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(平成17年３月31日現在) 

現金及び預金勘定 1,987,801 
   千
円 

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△14,336   

現金及び現金同等物 1,973,465   



(リース取引関係) 

  

  

項目 
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 

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計額

相当額及び中間会計期間

末残高相当額 

(注) 取得価額相当額は、

未経過リース料中間

会計期間末残高が有

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。 

  

取得
価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

その
他の
有形
固定
資産 

27,900 1,395 26,505

無形
固定
資産 

21,480 1,074 20,406

合計 49,380 2,469 46,911

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計額

相当額及び中間会計期間

末残高相当額 

同左 

  

 

取得
価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

工具
器具
備品

27,900 6,975 20,925

無形
固定
資産

21,480 5,370 16,110

合計 49,380 12,345 37,035

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 

(注) 取得価額相当額は、

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。 

 

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末 
残高 
相当額 
(千円) 

工具
器具
備品

27,900 4,185 23,715

ソフ
トウ
ェア

21,480 3,222 18,258

合計 49,380 7,407 41,973

  ２ 未経過リース料中間会

計期間末残高相当額 

(注) 未経過リース料中間

会計期間末残高相当

額は、未経過リース

料中間期末残高が有

形固定資産の中間会

計期間末残高等に占

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。 

１年内 9,876千円

１年超 37,035 

合計 46,911 

２ 未経過リース料中間会

計期間末残高相当額 

同左 

  

１年内 9,876千円

１年超 27,159 

合計 37,035 

２ 未経過リース料期末残

高相当額 

(注) 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。 

１年内 9,876千円

１年超 32,097 

合計 41,973 

  ３ 支払リース料及び減価

償却費相当額 

支払
リース料 

3,218千円

減価償却 
費相当額 

3,218 

３ 支払リース料及び減価

償却費相当額 

支払
リース料

4,938千円

減価償却
費相当額

4,938 

３ 支払リース料及び減価

償却費相当額 

支払
リース料 

8,156千円

減価償却 
費相当額 

8,156 

  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。 

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 

  



  

  

項目 
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) 

  ５   ―――――― ５ オペレーティング・リ
ース取引 
未経過リース料 

１年内 1,170千円

１年超 1,657 

合計 2,827 

５ オペレーティング・リ
ース取引 
未経過リース料 

１年内 1,170千円

１年超 2,242 

合計 3,412 

    （減損損失について） 
リース資産に配分され
た減損損失はありませ
ん。 

  



  
(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

当中間会計期間末(平成17年９月30日現在) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

  
取得原価
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 4,076 6,687 2,611

合計 4,076 6,687 2,611

  中間貸借対照表計上額(千円) 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

  子会社株式 

(2) その他有価証券 

  非上場株式(店頭売買株式を除く) 

  

65,820 

  

84,367 



前事業年度末(平成17年３月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

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) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日現在) 

当社は為替予約取引を利用していますが、すべてヘッジ会計を適用していることから該当事項はありません。 

前事業年度末(平成17年３月31日現在) 

当社は為替予約取引を利用していますが、すべてヘッジ会計を適用していることから該当事項はありません。 

  

(持分法損益等) 

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) 

 該当事項はありません。 

前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

 該当事項はありません。 

  

  
取得原価
(千円) 

貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの 

 

(1) 株式 4,076 8,875 4,798

(2) 債券  

国債・地方債等 ─ ─ ─

社債 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

(3) その他 ─ ─ ─

合計 4,076 8,875 4,798

  貸借対照表計上額(千円) 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

  子会社株式 

(2) その他の有価証券 

  非上場株式 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 

  

  

65,820   
    

84,367 

85,255 

169,622  



(１株当たり情報) 

  

（注）１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失の算定上の基礎 
  

  

(重要な後発事象) 

  

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株当たり純資産額 442.91円 １株当たり純資産額 411.04円 １株当たり純資産額 429.00円

１株当たり中間純利益 19.88円 １株当たり中間純損失 12.96円 １株当たり当期純利益 5.84円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、１株当たり
中間純損失であり、また、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ
ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。 

項目 
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)

中間(当期)純利益又は中間純損失(千円) 273,086 △177,954 80,203 

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ ─ 

普通株式に係る中間(当期)純利益又は中間純
損失(千円) 

273,086 △177,954 80,203 

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,733 13,730 13,732 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

1 株当たり中間(当期)純利益の算定に含まれ

なかった潜在株式の概要 

ストックオプション 

（新株予約権） 

普通株式 288千株 

ストックオプション 

（自己株式譲渡方式）

普通株式 173千株 

―――――― ストックオプション 

（新株予約権） 

普通株式  288千株 

ストックオプション 

（自己株式譲渡方式）

普通株式 173千株 

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) 

当社は、確定拠出年金法の施行に
伴い、平成16年10月に適格退職年金
制度から確定拠出年金制度及び退職
金前払い制度へ移行し、「退職給付
制度間の移行等に関する会計処理」
（企業会計基準適用指針第１号）を
適用いたします。なお、本移行に伴
う当事業年度の損益に与える影響額
としては、182,580千円の特別利益が
発生いたします。 

―――――― ―――――― 



(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。 

  

  

  

  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第36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24日 
東海財務局長に提出 



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20日

パルステック工業株式会社 

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」に掲げられているパルス

テック工業株式会社の平成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、パルステック工業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。 

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

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  木  下  邦  彦  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  河  西  秀  治  ㊞ 

  
※ 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17日

パルステック工業株式会社 

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」に掲げられているパルス

テック工業株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第36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、中間損益計算書及び中間キャッシ

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、パルステック工業株式会社の平成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 

  

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  木  下  邦  彦  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  河  西  秀  治  ㊞ 

  
※ 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20日

パルステック工業株式会社 

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」に掲げられているパルス

テック工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第37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、パルステック工業株式会社の平成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日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

  

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  木  下  邦  彦  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  河  西  秀  治  ㊞ 

  
※ 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、その原本は当社が別途保管しております。 
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