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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いません。 

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、希薄化効果を有している潜在株式がないため、また第102期中

間連結会計期間は１株当たり中間純損失が計上されているため、記載していません。 

  

回次 第102期中 第103期中 第104期中 第102期 第103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 (百万円) 22,626 31,399 31,971 49,307 63,025

経常利益または 
経常損失(△) 

(百万円) △59 2,515 2,831 1,450 4,194

中間（当期）純利益又は 
中間純損失(△) 

(百万円) △241 1,412 1,384 516 2,386

純資産額 (百万円) 28,908 30,947 32,962 29,647 31,825

総資産額 (百万円) 52,785 58,051 59,375 55,565 56,602

１株当たり純資産額 (円) 485.12 513.96 547.77 497.01 528.76

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間純損失
(△) 

(円) △4.06 23.53 23.01 8.04 38.71

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 (％) 54.8 53.3 55.5 53.4 56.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,163 3,572 1,530 1,776 5,379

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 195 △368 △730 △89 △959

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,581 △1,781 △209 △1,703 △3,293

現金及び現金同等物 
の中間(期末)残高 

(百万円) 2,878 4,347 4,728 2,917 4,015

従業員数 
〔ほか、平均臨時 
雇用者数〕 

(名) 
1,958 
〔717〕

2,176
〔882〕

2,295
〔729〕

1,957 
〔741〕

2,188
〔831〕



(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いません。 

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、希薄化効果を有している潜在株式がないため、また第102期中

間会計期間は１株当たり中間純損失が計上されているため、記載していません。 

  

回次 第102期中 第103期中 第104期中 第102期 第103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 (百万円) 20,898 28,235 28,957 46,661 56,413

経常利益 (百万円) 163 2,049 2,252 1,469 3,208

中間（当期）純利益又は 
中間純損失(△) 

(百万円) △35 1,113 1,038 600 1,609

資本金 (百万円) 9,526 9,526 9,526 9,526 9,526

発行済株式総数 (株) 63,135,935 63,135,935 63,135,935 63,135,935 63,135,935

純資産額 (百万円) 28,329 30,058 31,197 29,045 30,448

総資産額 (百万円) 49,922 51,903 54,155 51,169 50,981

１株当たり純資産額 (円) 475.41 499.19 518.43 486.91 505.88

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間純損失
(△) 

(円) △0.60 18.55 17.26 9.46 25.79

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) 2.00 4.00 4.00 6.00 9.00

自己資本比率 (％) 56.7 57.9 57.6 56.8 59.7

従業員数 (名) 1,571 1,431 1,432 1,543 1,418



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)が営んでいる事業の内容に重要な変更はあ

りません。 

また、当中間連結会計期間において香港とシンガポールにそれぞれ販売子会社として山洋電気(香港)有限公司、

SANYO DENKI SINGAPORE PTE. LTD.を設立しました。 

  

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) 連結会社における状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １．従業員数は当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就

業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しています。 

２．従業員数が当中間連結会計期間において107名増加していますが、その主な理由は、受注増加にともなう生産子会社にお

ける増員です。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

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

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係については、特に記載すべき事項はありません。 

   山洋電気労働組合は事務所を上田におき、山洋電気労働組合本社支部および山洋電気労働組合上田支部をもって

組織されており、全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会に加入しています。 

  

事業部門の名称 従業員数(名)

クーリングシステム事業 668〔603〕 

パワーシステム事業 278〔 8〕 

サーボシステム事業 774〔 75〕 

全社(共通) 575〔 43〕 

合計 2,295〔729〕 

従業員数(名) 1,432 



  

第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、企業収益が改善し民間の設備投資が堅調に推移した結果、総じて緩やかな回復基調

を辿りました。一方、世界経済は、米国では景気の拡大に呼応して数回の利上げが実施され、原油価格の高騰にもかかわらず概ね堅

調に推移しました。欧州では、内需の本格的な回復には至らないものの、輸出主導で緩やかに持ち直す傾向が見られます。また、ア

ジアでは中国やASEANにおいてIT・デジタル分野での調整が終盤を迎え、経済環境は回復基調にあります。 

当電機業界におきましては、半導体製造装置，OA機器製造などの業界に活発な動きがみられ、情報通信産業の設備投資も回復して

きております。 

このような情勢のもと、当社企業グループの業績は、自動車，工作機械及び通信機器関連の設備投資が堅調に推移したことにより

概ね好調を維持しております。 

また海外においても、欧州市場での受注増加ならびにアジア市場での販路拡大により、業績は堅調に推移しました。 

その結果、当中間連結会計期間の連結売上高は31,971百万円(前年同期比1.8％増)となりました。 

損益面につきましては、増収効果および円安進行による為替差益の計上などにより、連結経常利益は2,831百万円(前年同期比

12.6％増)、連結中間純利益は1,384百万円(前年同期比1.9％減)となりました。 

事業部門別の営業概況は次のとおりです。 

クーリングシステム事業 

冷却ファン「San Ace」は、高性能シリーズの製品がサーバ、PCの大手顧客に採用され受注が拡大しました。 

新規に投入した耐久シリーズは、防油・防水の機能が顧客に評価され大幅に受注が拡大しました。さらに、通信機市場の設備投資

の増加にともない、国内、海外の通信インフラ向けの製品の受注が回復しました。 

その結果、売上高は前年同期比3.1％増の13,297百万円となりました。 

パワーシステム事業 

新方式の無停電電源装置「SANUPS E」シリーズの半導体製造工場などへの採用に加え、常時インバータ運転方式「SANUPS A」シリ

ーズの新製品も好評であり、電力会社、通信関係などへ採用されました。 

また、通信用電源では、IP電話設備用として長時間仕様の無停電電源装置を受注し売上に大きく貢献しました。 

その結果、売上高は前年同期比30.7％増の4,217百万円となりました。 

サーボシステム事業 

自動車関連の設備投資が前期から引き続き堅調であり、当事業部門においても工作機械業界、溶接ロボット業界向けのACサーボシ

ステムの受注が好調を持続し、複写機などOA機器向けステッピングモータの受注も好調に推移しました。 

一方、半導体、液晶製造装置関連においては売上計画を下回る結果となりました。 

その結果、売上高は前年同期比5.3％減の14,456百万円となりました。 

① 事業の種類別セグメントの業績について 

全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「産業用電気機器の製造および販

売事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメントの業績の記載は省略しています。 

② 所在地別セグメントの業績について 

１ 国内 

国内には、当社及び連結子会社山洋電気テクノサービス株式会社があります。自動車,工作機械及び通信機器関連の設備投



資が堅調に推移したことにより需要も活発となり、外部顧客に対する売上高21,546百万円（前年同期比1.4%増）、セグメン

ト間の内部売上高7,638百万円（前年同期比8.3%増）、計29,184百万円（前年同期比3.1%増）、営業利益は2,282百万円（前年同

期比5.7%減）となりました。 

２ 北米地域 

北米地域には、主要な連結子会社としてAUTOMATION INTELLIGENCE,INC.およびSANYO DENKI AMERICA,INC.があります。外部

顧客に対する売上高8,435百万円（前年同期比2.4%減）、セグメント間の内部売上高27百万円（前年同期比15.2%減）、計8,462百

万円（前年同期比2.4%減）、営業利益は269百万円（前年同期比44.5%増）となりました。 

３ その他の地域 

その他の地域には、主要な連結子会社としてヨーロッパ地域にSANYO DENKI EUROPE SA.、アジア地域にSANYO DENKI 

PHILIPPINES,INC.があります。外部顧客に対する売上高1,990百万円（前年同期比32.1%増）、セグメント間の売上高3,668百万円

（前年同期比5.8%増）、計5,658百万円（前年同期比13.8%増）、営業利益は378百万円（前年同期比14.6%増）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は4,728百万円となり、前連結会計年度末より713百万円

増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果、資金が増加し、1,530百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益2,445百万円、減価償却費806百

万円、仕入債務の増加621百万円等による増加と、棚卸資産の増加額795百万円、売上債権の増加497百万円等による減少です。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果、資金が減少し、730百万円となりました。これは主に、生産設備等の有形固定資産の取得による支出1,124百万

円、投資有価証券の売却による収入393百万円等によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果、資金が減少し、209百万円となりました。これは主に、配当金の支払い330百万円、長期借入金の返済による支出278

百万円、短期借入金の増加による収入547百万円等によるものです。 



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部門別に示すと、次のとおりです。 
  

(注) １ 金額は、販売価格によっています。 

    ２ 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

  

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりです。 
  

(注)  上記金額には、消費税等は含まれていません。 

  

(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部門別に示すと、次のとおりです。 
  

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

２ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりです。 

  

  

事業部門の名称 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

クーリングシステム事業 13,937 ＋ 4.8 

パワーシステム事業 4,207 ＋27.3 

サーボシステム事業 14,805 △ 5.4 

合計 32,951 ＋ 2.1 

事業部門の名称 
受注高 受注残高 

金額(百万円) 前年同期比(％) 金額(百万円) 前年同期比(％) 

クーリングシステム事業 13,281 ＋ 1.1 1,351 △ 2.0 

パワーシステム事業 4,837 ＋20.4 1,975 ＋ 5.8 

サーボシステム事業 14,619 △ 1.6 3,144 △ 5.2 

合計 32,739 ＋ 2.3 6,470 △ 1.4 

事業部門の名称 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

クーリングシステム事業 13,297 ＋ 3.1 

パワーシステム事業 4,217 ＋30.7 

サーボシステム事業 14,456 △ 5.3 

合計 31,971 ＋ 1.8 

相手先 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％) 

インテル・コーポレーション 4,125 13.1 3,645 11.4



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結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いません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当企業集団の当中間連結会計期間の研究開発活動は、連結財務諸表提出会社が中心となり、営業と事業部の設計開

発部門が一体となって顧客にとっての新たな価値創造ができる製品の開発を行うことを基本方針としています。 

研究開発活動は、地球環境を守る技術、人間の健康と安全を守る技術、新しいエネルギーの活用と省エネルギーの

為の技術への貢献をめざし、３事業部門において積極的に推進しています。 

研究開発の体制は、当社テクノロジーセンターを拠点とし、市場ニーズの先取りや顧客要求に即応できるよう、設

計開発部門をグループ制とするなど、課題ごとにチーム編成が容易にとれる体制にしています。 

なお、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は605百万円です。 

   

クーリングシステム事業 

クーリングシステム製品「San Ace」において次のような開発に取組みました。 

軸流ファンにおいては、サーバなど、コンピュータ機器の冷却用として高性能の要求がますます増大しており、ライ

ンアップを拡充しました。さらに従来にない製品ラインアップとして遠心ファンの開発に注力し、新製品を市場投入

いたしました。いずれもこれまでの当社製品の性能を大幅に上回る製品であります。また、装置に組込んで最適冷却

と静音を実現するために、ファンの回転数を制御する機能が要求されるケースが増えており、これに対応するファン

製品のラインアップの拡充を進めております。 

CPUクーラーにおいては、小型化・軽量化・低コスト化を実現しながら冷却性能を向上させることを最重要課題とし

て製品開発に取組み、従来品より大きく性能を向上させた製品の市場投入をはかりました。 

これらはファンの空力設計技術・モータ設計技術・静音化技術・コントロール技術・熱設計技術を駆使し開発に取

組んだ結果であり、確かな技術に裏打ちされた新製品開発に取組んでおります。 

当事業部門における研究開発費は72百万円です。 

  

パワーシステム事業  

パワーシステム製品「SANUPS」において次のような開発に取組みました。 

小容量の無停電電源装置（以下UPSと略す）においては、高効率な1kVAのハイブリッド方式のUPSを製品化しまし

た。さらに同方式の新製品のラインアップ拡充を進めております。また、騒音が気になるオフィス環境においても静

かさを実感できる静音タイプのUPSや、鉛バッテリに替わる環境に優しいニッケル水素バッテリを搭載したUPSも製品

化いたしました。 

中容量のUPSにおいては、高効率で小型、軽量の常時インバータ方式のUPSのラインアップ拡充に取組んでおりま

す。 

太陽光発電システム用パワーコンディショナにおいては、災害時でも電力の供給を可能にする自立運転機能付きの

製品を完成させました。 

UPSの管理ソフトウエアにおいては、新たに「SANUPS SOFTWARE」を製品化しUPSと共に出荷を開始しております。 

エンジン発電装置においては、非常用発電装置の量産化を進めており、とくに小型・軽量・低騒音の車載用エンジ

ン発電機は量産化のための開発を経て、生産体制の確立に向け取組んでおります。 



当事業部における研究費開発は158百万円です。  

  

サーボシステム事業 

サーボシステム製品「SANMOTION」において次のような開発に取組みました。 

ステッピングモータにおいては、２相42mm角0.9度ステップ「SANMOTION F」の製品化をしました。従来比50%アップ

の高トルクながら低振動を実現し、さらにこのシリーズのラインアップ拡充のための開発に取組んでおります。 

サーボモータにおいては、顧客仕様に対応するための開発に取組みました。 

サーボアンプにおいては、新アルゴリズムを採用し「簡単な操作」「高応答」「省エネ」の面で画期的な性能向上

を実現した「SANMOTION R」を製品化しました。 

コントローラについては、サーボシステムの最上位を構成するモーションコントローラ開発に取組みました。従来

の汎用コントローラでは実現できなかった、モーション制御、ロボット制御、PLC制御の全てが一台で実現できるモー

ションコントローラ「SANMOTION C」を製品化しました。 

当事業部門における研究開発費は、375百万円です。 

  

  



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中であっ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、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除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】 

  

(注) 定款での定めは次のとおりです。 

『当会社の発行する株式の総数は、250,000,000株とする。 

ただし、株式消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。』 

  

② 【発行済株式】 

  

（注）完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。 

(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 250,000,000

計 250,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 63,135,935 63,135,935
東京証券取引所
市場第２部 

（注）

計 63,135,935 63,135,935



(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 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。 

２ 山洋電気株式会社は自己株式2,960 千株（ 4.69 ％）を所有しています。 

  

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
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年９月30日 ― 63,135,935 ― 9,526 ― 11,058

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(％) 

協同興業株式会社 東京都杉並区荻窪4-6-23 7,404 11.73

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1-1-5 2,179 3.45

山洋開発株式会社 東京都豊島区北大塚1-15-1 2,098 3.32

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1-2-1 1,888 2.99

山洋工業株式会社 神奈川県川崎市川崎区池上新町3-4-3 1,598 2.53

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,573 2.49

モルガン・スタンレー・アン
ド・カンパニー 
・インターナショナル・リミテ
ッド 
(常任代理人  
モルガン・スタンレー証券会社
東京支店) 

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, 
LONDON E14 4QA ENGLAND 
(東京都渋谷区恵比寿4-20-3 

恵比寿ガーデンプレイスタワ
ー) 

1,422 2.25

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 970 1.54

山洋電気協力会社持株会 東京都豊島区北大塚1-15-1 882 1.40

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社 (信託口) 

東京都中央区晴海1-8-11 824 1.31

計 ― 20,841 33.01



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 単元未満株式には当社所有の自己株式86株が含まれています。 

２ 「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９千株(議決権９個)含まれています。 

  

② 【自己株式等】 

平成17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) 
（自己保有株式） 
普通株式   2,960,000 
  

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式  59,562,000 59,562 同上

単元未満株式 普通株式    613,935 ― 同上

発行済株式総数        63,135,935 ― ― 

総株主の議決権 ― 59,562 ― 

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） 
山洋電気株式会社 

豊島区北大塚１－15－１ 2,960,000 ― 2,960,000 4.69

計 ― 2,960,000 ― 2,960,000 4.69



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の市場第二部におけるものです。 

  

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の役員の異動はありません。 

  

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 595 575 545 584 549 551

最低(円) 510 495 510 524 516 520



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

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

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。 

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

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

し書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(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います。 

  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。 

  

２ 監査証明について 

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

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

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

中間財務諸表について、双葉監査法人により中間監査を受けています。 

  



 

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16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金    4,330 4,764   4,042 

２ 受取手形及び売掛金 ※３ 
※４  17,796 18,907   18,252 

３ たな卸資産    12,740 12,910   11,991 

４ 未収入金    260 189   248 

５ 繰延税金資産    1,081 707   605 

６ その他    550 720   385 

貸倒引当金    △66 △139   △139 

流動資産合計    36,693 63.2 38,061 64.1   35,385 62.5

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産 ※１        

１ 建物及び構築物 ※２  7,078 6,671   6,811 

２ 機械装置 
及び運搬具 ※２  3,320 3,127   3,247 

３ 土地 ※２  4,649 4,652   4,645 

４ その他    1,014 1,655   1,233 

有形固定資産合計    16,062 27.7 16,105 27.1   15,938 28.2

(2) 無形固定資産    254 0.4 229 0.4   241 0.4

(3) 投資その他の資産          

１ 投資有価証券    2,875 2,992   3,074 

２ 繰延税金資産    433 202   232 

３ その他    2,044 1,790   1,736 

貸倒引当金    △311 △7   △7 

投資その他の 
資産合計    5,041 8.7 4,979 8.4   5,036 8.9

固定資産合計    21,358 36.8 21,314 35.9   21,216 37.5

資産合計    58,051 100.0 59,375 100.0   56,602 100.0

           



  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円) 構成比
(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形及び買掛金    13,479 13,150   12,155 

２ 短期借入金 ※２  7,728 7,008   6,672 

３ 未払法人税等    164 1,083   179 

４ その他    3,178 2,871   3,450 

流動負債合計    24,550 42.3 24,113 40.6   22,458 39.7

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金 ※２  240 82   148 

２ 退職給付引当金    427 491   507 

３ 再評価に係る 
繰延税金負債    731 714   714 

４ その他    511 261   342 

固定負債合計    1,910 3.3 1,549 2.6   1,712 3.0

負債合計    26,461 45.6 25,662 43.2   24,170 42.7

(少数株主持分)          

少数株主持分    642 1.1 749 1.3   606 1.1

           

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    9,526 16.4 9,526 16.0   9,526 16.8

Ⅱ 資本剰余金    11,059 19.1 11,059 18.6   11,059 19.5

Ⅲ 利益剰余金    10,145 17.5 11,902 20.0   10,878 19.2

Ⅳ 土地再評価差額金    1,062 1.8 1,062 1.8   1,062 1.9

Ⅴ その他有価証券評 
価差額金    117 0.2 342 0.6   265 0.5

Ⅵ 為替換算調整勘定    △140 △0.3 △87 △0.1   △131 △0.2

Ⅶ 自己株式    △823 △1.4 △843 △1.4   △836 △1.5

資本合計    30,947 53.3 32,962 55.5   31,825 56.2

負債、少数株主持分 
及び資本合計    58,051 100.0 59,375 100.0   56,602 100.0

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    31,399 100.0 31,971 100.0   63,025 100.0

Ⅱ 売上原価    25,613 81.6 26,314 82.3   52,132 82.7

売上総利益    5,786 18.4 5,657 17.7   10,893 17.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  3,346 10.6 3,364 10.5   6,470 10.3

営業利益    2,439 7.8 2,292 7.2   4,422 7.0

Ⅳ 営業外収益          

受取利息   15   24 32   

受取配当金   26   29 38   

有価証券売却益   0   151 ―   

為替差益   143   317 ―   

その他   40 225 0.7 56 579 1.8 61 132 0.2

Ⅴ 営業外費用          

支払利息   72   40 127   

為替差損   ―   ― 20   

その他   77 150 0.5 0 41 0.1 212 360 0.5

経常利益    2,515 8.0 2,831 8.9   4,194 6.7

Ⅵ 特別利益          

固定資産売却益 ※２ ―   0 ―   

退職給付債務戻入益   0   ― 0   

その他   3 4 0.0 10 11 0.0 8 9 0.0

Ⅶ 特別損失          

固定資産売却損 ※３ 3   2 5   

固定資産除却損 ※４ 31   35 61   

役員退職慰労金   7   348 7   

退職給付会計基準 
変更時差異   122   ― 244   

有価証券評価損 ※５ 2   ― 2   

その他   ― 167 0.5 10 397 1.2 ― 320 0.5

税金等調整前 
中間（当期）純利益    2,352 7.5 2,445 7.7   3,883 6.2

法人税、住民税 
及び事業税   166   1,072 288   

法人税等調整額   710 876 2.8 △115 957 3.1 1,126 1,415 2.3

少数株主利益    62 0.2 103 0.3   81 0.1

中間（当期）純利益    1,412 4.5 1,384 4.3   2,386 3.8

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   11,058 11,059   11,058

Ⅱ  資本剰余金増加額     

  １．自己株式処分差益 0 0 0 0 1 1

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
(期末)残高 

  11,059 11,059   11,059

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   9,008 10,878   9,008

Ⅱ 利益剰余金増加額   
  

1,412 

  
  

1,384 

  
  

2,386   １．中間（当期）純利益 1,412 1,384 2,386

Ⅲ 利益剰余金減少高     

  １．配当金 238 300 479 

  ２．役員賞与     37 275 60 360 37 516

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
(期末)残高 

  10,145 11,902   10,878

      



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
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(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 

  

１ 税金等調整前中間(当期) 
純利益 

 2,352 2,445 3,883

２ 減価償却費  815 806 1,736

３ 退職給付引当金の増加額 
        (△減少額) 

 77 △       15 157

４ 貸倒引当金の増加額 
       (△減少額) 

 155 △        0 △       76

５ 受取利息及び受取配当金  △       41 △       53 △       70

６ 有価証券売却益  △        0 △      151 ―

７ 有価証券評価損  2 ― 2

８ 支払利息  72 40 127

９ 為替差損(△差益)  △       79 △      165 20

10 有形固定資産売却損  3 2 5

11 有形固定資産除却損  31 35 61

12 売上債権の増加額  △    1,553 △      497 △    1,772

13 たな卸資産の増加額     △    1,524 △      795 △      858

14 仕入債務の増加額  1,665 621 669

15 その他  1,724 △      615 1,790

小計  3,700 1,654 5,675

16 利息及び配当金の受取額  47 53 76

17 利息の支払額  △      74 △       49 △      131

18 法人税等の支払額  △     101 △      128 △      241

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 3,572 1,530 5,379

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 有形固定資産の取得による 
支出 

 △     439 △    1,124 △      975

２ 有形固定資産の売却による 
収入 

 3 4 4

３ 無形固定資産の取得による 
支出 

 △      11 △       12 △       31

４ 投資有価証券の取得による 
支出 

 △      47 △       29 △       49

５ 投資有価証券の売却による 
収入 

 10 393 9

６ 貸付けによる支出  ― △        4 ―

７ 貸付金の回収による収入  56 25 79

８ その他  60 15 2

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △     368 △     730 △     959



  

  
  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
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(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金純増加額 
               (△減少額) 

 △     1,323 547 △     2,135

２ 長期借入金の返済による 
支出 

 △       397 △       278 △       733

３ 自己株式の取得による支出  △         9 △         7 △        21

４ 自己株式の売却による収入  306 0 306

５ 配当金の支払額  △       236 △       299 △       479

６ 少数株主への配当金の 
支払額 

 ― △        31 ―

７ その他  △       121 △       141 △       230

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △     1,781 △       209 △     3,293

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 9 122 △        28

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増加額 

 1,430 713 1,097

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  2,917 4,015 2,917

Ⅶ 現金及び現金同等物 
中間期末(期末)残高 

 4,347 4,728 4,015



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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事

項 

子会社は全て連結されています。

当該連結子会社は 

SANYO DENKI EUROPE SA. 

AUTOMATION INTELLIGENCE,INC.

SANYO DENKI AMERICA,INC. 

山洋電気テクノサービス株式会

社 

SANYO DENKI PHILIPPINES,INC.

AVC AMERICA,INC. 

山洋電気(上海)貿易有限公司 

の７社です。 

子会社は全て連結されていま

す。 

当該連結子会社は 

SANYO DENKI EUROPE SA. 

AUTOMATION 

INTELLIGENCE,INC. 

SANYO DENKI AMERICA,INC. 

山洋電気テクノサービス株式

会社 

SANYO  DENKI 

PHILIPPINES,INC. 

AVC AMERICA,INC. 

山洋電気(上海)貿易有限公司 

山洋電気(香港)有限公司 

SANYO  DENKI  SINGAPORE  PTE. 

LTD. 

の９社です。 

なお、山洋電気(香港)有限公司

とSANYO DENKI SINGAPORE PTE. 

LTD.は新規設立のため当中間連

結会計期間より連結子会社とな

りました。 

子会社は全て連結されています。 

当該連結子会社は 

SANYO DENKI EUROPE SA. 

AUTOMATION INTELLIGENCE,INC. 

SANYO DENKI AMERICA,INC. 

山洋電気テクノサービス株式会

社 

SANYO DENKI PHILIPPINES,INC. 

AVC AMERICA,INC. 

山洋電気(上海)貿易有限公司 

の７社です。 

２ 持分法の適用に関する

事項 

該当する関連会社はありません。 該当する関連会社はありませ

ん。 

該当する関連会社はありません。 

３ 連結子会社の(中間)決

算日等に関する事項 

連結子会社のうち、 

SANYO DENKI EUROPE SA. 

AUTOMATION INTELLIGENCE,INC. 

SANYO DENKI AMERICA,INC. 

SANYO DENKI PHILIPPINES,INC. 

AVC AMERICA,INC.. 

山洋電気(上海)貿易有限公司 

の６社の中間決算日は６月30日で

す。 

中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、当該連結子会社について

は、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しています。ただし、

平成16年７月１日から中間連結決

算日平成16年９月30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い

ます。 

山洋電気テクノサービス株式会社

の中間決算日は９月30日であり、

中間連結決算日と一致していま

す。 

連結子会社のうち、 

SANYO DENKI EUROPE SA. 

AUTOMATION INTELLIGENCE,INC. 

SANYO DENKI AMERICA,INC. 

SANYO DENKI PHILIPPINES,INC. 

AVC AMERICA,INC.. 

山洋電気(上海)貿易有限公司 

山洋電気(香港)有限公司 

SANYO  DENKI  SINGAPORE  PTE. 

LTD. 

の８社の中間決算日は６月30日

です。 

中間連結財務諸表の作成に当た

っては、当該連結子会社につい

ては、同中間決算日現在の中間

財務諸表を使用しています。た

だし、平成17年７月１日から中

間連結決算日平成17年９月30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

整を行っています。 

山洋電気テクノサービス株式会

社の中間決算日は９月30日であ

り、中間連結決算日と一致して

います。 

連結子会社のうち、 

SANYO DENKI EUROPE SA. 

AUTOMATION INTELLIGENCE,INC. 

SANYO DENKI AMERICA,INC. 

SANYO DENKI PHILIPPINES,INC. 

AVC AMERICA,INC.. 

山洋電気(上海)貿易有限公司 

の６社の決算日は12月31日です。 

  

連結財務諸表の作成に当たって

は、当該連結子会社については、

同決算日現在の財務諸表を使用し

ています。ただし、平成17年１月

１日から連結決算日平成17年３月

31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

整を行っています。 

山洋電気テクノサービス株式会社

の決算日は３月31日であり、連結

決算日と一致しています。 

４ 会計処理基準に関する

事項 

(1) 重要な資産の評価基準および

評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

主として市場価格に基づ

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) 

(1) 重要な資産の評価基準およ

び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1) 重要な資産の評価基準および

評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  



  

  

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  時価のないもの 

主として移動平均法によ

る原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

② デリバティブ取引 
時価法 

③  たな卸資産…製品、仕掛品 
および貯蔵品…

主として個別法

による原価法お

よび移動平均法

による原価法 

原材料…移動平

均法による原価

法 

② デリバティブ取引 
同左 

③ たな卸資産…同左 

② デリバティブ取引 
同左 

③ たな卸資産…同左 

  (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 
当社及び国内連結子会社は主

として、有形固定資産は定率

法、無形固定資産は定額法に

よっています。ただし、平成

10年度の法人税法改正に伴い

平成10年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設備を除

く)については定額法によっ

ています。在外連結子会社は

主として定額法を採用してい

ます。 

なお、主な耐用年数は、以下

のとおりです。 

また、ソフトウェアについて

は、自社利用分については利

用可能期間(５年)・販売用に

ついては販売見込期間(３年)

に基づく定額法によっていま

す。 

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び 
運搬具 

２～13年

その他 ２～15年

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 
同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 
同左 

  (3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備え

るため、回収不能見込額を計

上しています。 

ａ一般債権 

貸倒実績率法によっていま

す。 

ｂ貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

財務内容評価法によってい

ます。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  

  

ａ一般債権 

同左 

  

ｂ貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  

  

ａ一般債権 

同左 

  

ｂ貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

同左 



  

  

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  ② 退職給付引当金…親会社お

よび国内連結子会社は、従

業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年

金資産の見込み額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上していま

す。なお、会計基準変更時

差異は５年による按分額を

費用処理しています。 

過去勤務債務は、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（15年）による定額

法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしていま

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(15年)による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしてい

ます。 

② 退職給付引当金…親会社お

よび国内連結子会社は、従

業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年

金資産の見込み額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上していま

す。 

過去勤務債務は、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（15年）による定額

法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしていま

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(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連

結会計年度から費用処理す

ることとしています。 

② 退職給付引当金…親会社お

よび国内連結子会社は、従

業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年

金資産の見込み額に基づ

き、当連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しています。

なお、会計基準変更時差異

は５年による按分額を費用

処理しています。 

過去勤務債務は、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（15年）による定額

法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしていま

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(15年)による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしてい

ます。 

  (4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっています。 

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (5) 中間連結財務諸表の作成の基

礎となった連結会社の中間財

務諸表の作成に当たって採用

した重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の基

準 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理していま

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、

換算差額は少数株主持分およ

び資本の部における為替換算

調整勘定に含めています。 

(5) 中間連結財務諸表の作成の基

礎となった連結会社の中間財

務諸表の作成に当たって採用

した重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の基

準 

同左 

(5) 連結財務諸表の作成の基礎と

なった連結会社の財務諸表の

作成に当たって採用した重要

な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しています。な

お、在外子会社等の資産およ

び負債は、各子会社の決算日

の直物為替相場により円貨に

換算し、収益および費用は期

中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分

および資本の部における為替

換算調整勘定に含めていま

す。 



  

  
  

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ方法

を採用しています。な

お、為替予約については

振当処理の要件を満たし

ている場合は振当処理

を、金利スワップについ

ては特例処理の要件を満

たしている場合は特例処

理を採用しています。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

  

なお、当中間連結会計期

間末においては、ヘッジ

会計処理をしているもの

はありません。 

ヘッジ手段   ヘッジ対象

為替予約   外貨建予定
取引 

金利
スワップ   借入金利息

② ヘッジ手段とヘッジ対象

  

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

     

なお、当連結会計年度末

においては、金利スワ

ップのみヘッジ会計処

理をしています。 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約   外貨建予定
取引 

金利 
スワップ   借入金利息 

  ③ ヘッジ方針 

取締役会の決議に基づ

き、為替変動リスク及び

金利変動リスクをヘッジ

しています。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の方

法 

ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間にお

いて相場変動によるヘッ

ジ手段およびヘッジ対象

に係る損益の累計を比較

することでヘッジの有効

性を評価しています。 

ただし、特例処理によっ

ている金利スワップ及び

振当処理によっている為

替予約取引については有

効性の評価を省略してい

ます。 

④ ヘッジの有効性評価の方

法 

同左 

④ ヘッジの有効性評価の方

法 

同左 

  (7) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっています。 

(7) 消費税等の会計処理 

同左 

(7) 消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書(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

書における現金同等物には、要求

払預金および取得日から３ヶ月以

内に満期の到来する流動性の高

い、かつ価値が変動するおそれの

ほとんどない、預金および有価証

券を計上しています。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける現金同等物には、要求払預

金および取得日から３ヶ月以内に

満期の到来する流動性の高い、か

つ価値が変動するおそれのほとん

どない、預金および有価証券を計

上しています。 



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 

  

  

  

追加情報 

  

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

        ― 

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、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。 

  

        ― 

  

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

（外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号）に従い、法人事業税

の付加価値割及び資本割49百万円

を、売上原価と販売費及び一般管理

費に計上しています。 

  

        ― 

  

  

  

  

「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

れることに伴い、当連結会計年度

から「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」(平成

16年２月13日 企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号)に従い、

法人事業税の付加価値割及び資本

割23百万円を製造原価に、64百万

円を販売費及び一般管理費として

処理しています。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

32,304百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

33,184百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

32,780百万円 

※２ 担保資産および担保付債務 

担保付債務は次のとおりで

す。 

※３ 受取手形割引高 

500百万円 

※４ 輸出貨物代金債権譲渡契約 

   に基づく債権譲渡残高 

          1,371百万円 

  

建物及び 
構築物 

933百万円 

機械装置 
及び運搬具 

76百万円 

土地 2,895百万円 

計 3,905百万円 

長期借入金 190百万円 

短期借入金 108百万円 

※２ 担保資産および担保付債務 

担保付債務は次のとおりで

す。 

※３      ─ 

  

※４      ─ 

  

  

建物及び
構築物 

866百万円 

機械装置
及び運搬具 

74百万円 

土地 2,895百万円 

計 3,836百万円 

長期借入金 82百万円 

短期借入金 108百万円 

※２ 担保資産および担保付債務 

担保付債務は次のとおりで

す。 

※３ 受取手形割引高 

190百万円 

※４ 輸出貨物代金債権譲渡契約 

   に基づく債権譲渡残高 

          1,052百万円 

  

建物 898百万円 

機械装置 75百万円 

土地 2,895百万円 

計 3,869百万円 

長期借入金 136百万円 

短期借入金 108百万円 

  

  
  

      



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりです。 

荷造運送費 320百万円

給与 940百万円

退職給付引当

金繰入額 
40百万円

減価償却費 26百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりです。 

荷造運送費 346百万円

給与 991百万円

退職給付引当

金繰入額 
45百万円

減価償却費 27百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりです。 

荷造運送費 666百万円

給与 1,939百万円

退職給付引当

金繰入額 
82百万円

減価償却費 51百万円

※２      ─ 

  

  

  

  

※３ 固定資産売却損の内訳は、次

のとおりです 

   

機械装置売却
損 

3百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりです 

  

※３ 固定資産売却損の内訳は、次

のとおりです 

   

車両運搬具 0百万円

機械装置 2百万円

工具器具備品 0百万円

※２      ─ 

  

  

  

  

※３ 固定資産売却損の内訳は、次

のとおりです 

   

機械装置売却
損 

5百万円

※４ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりです。 

機械装置除却

損 
23百万円

工具器具備品

除却損 
7百万円

※４ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりです。 

機械装置 31百万円

工具器具備品 4百万円

※４ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりです。 

建物除却損 0百万円

機械装置除却
損 

45百万円

車両運搬具除

却損 
0百万円

工具器具備品

除却損 
15百万円

※５ 有価証券評価損は投資有価証

券等の強制評価減に伴うもの

であり、内容は次のとおりで

す。 

  

  

投資有価証券 2百万円

※５      ─ ※５ 有価証券評価損は投資有価証

券等の強制評価減に伴うもの

であり、内容は次のとおりで

す。 

投資有価証券 2百万円



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 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

載されている科目の金額との関

係 

    
中間期末 
残高 

(百万円) 

  

左記のうち
現金及び 
現金同等物
(百万円) 

現金及び 
預金勘定  4,330   3,830

         
投資有価 
証券勘定  2,875   516

         
現金及び 
現金同等 
物中間 
期末残高 

 7,206   4,347

１ 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

載されている科目の金額との関

係 

   
中間期末 
残高 

(百万円) 

 

左記のうち
現金及び 
現金同等物
(百万円) 

現金及び 
預金勘定  4,764 4,264

      
投資有価 
証券勘定  2,992  463

      
現金及び 
現金同等 
物中間 
期末残高 

 7,757  4,728

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲載されて

いる科目の金額との関係 

  

  

  
期末残高 
  

(百万円) 

  

左記のうち
現金及び 
現金同等物 
(百万円) 

現金及び
預金勘定  4,042  3,542

     
投資有価
証券勘定  3,074  472

     
現金及び
現金同等 
物期末 
残高 

 7,116  4,015



(リース取引関係) 

  

  

次へ 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および中間

期末残高相当額 

  

取得 
価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

(有形固 
定資産) 
その他 

347 182 164

(無形固 
定資産) 
その他 

6 3 2

合計 353 186 167

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および中間

期末残高相当額 

  

取得
価額 
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

(有形固 
定資産) 
その他 

286 182 103

(無形固 
定資産) 
その他 

6 5 1

合計 292 187 104

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および期末

残高相当額 

取得 
価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 

(百万円)

(有形固
定資産) 
その他 

341 201 140

(無形固
定資産) 
その他 

6 4 1

合計 347 205 141

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 78百万円 

１年超 91百万円 

合計 170百万円 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 65百万円

１年超 40百万円

合計 106百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 72百万円

１年超 71百万円

合計 144百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額および支払利息相当額 

支払リース料 46百万円 

減価償却費 
相当額 

44百万円 

支払利息相当額 1百万円 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額および支払利息相当額 

支払リース料 39百万円

減価償却費
相当額 

37百万円

支払利息相当額 1百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額および支払利息相当額 

支払リース料 91百万円

減価償却費 
相当額 

87百万円

支払利息相当額 3百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

います。 

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 

５ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっています。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1百万円   
１年超 3百万円   
合計 5百万円   
      
      

      
      
      
      

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありませんので、項目等の記載は

省略しています。 

１年内 4百万円

１年超 15百万円

合計 19百万円

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1百万円

１年超 3百万円

合計 4百万円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

（注）当中間連結会計期間において、有価証券について2百万円（非上場株式2百万円）の減損処理をしています。 

   なお、減損処理にあたっては、期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、すべて減損処理を行っていま

す。 

  

種   類 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 1,847 2,005 157 

        

（2）債券 ― ― ― 

①国債・地方債等 ― ― ― 

②社債 ― ― ― 

③その他 ― ― ― 

        

（3）その他 693 722 29 

合    計 2,540 2,727 186 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券  

①非上場株式 147

計 147



当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

種   類 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 1,625 2,187 561 

        

（2）債券 ― ― ― 

①国債・地方債等 ― ― ― 

②社債 47 43 △ 4 

③その他 ― ― ― 

        

（3）その他 579 586 6 

合    計 2,253 2,816 563 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券  

①非上場株式 176

計 176



前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

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 

  

  

種   類 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 1,797 2,189 392 

        

（2）債券 ― ― ― 

①国債・地方債等 ― ― ― 

②社債 45 41 △ 3 

③その他 ― ― ― 

        

（3）その他 644 694 49 

合    計 2,487 2,925 438 

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券  

①非上場株式 148

計 148



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

当中間期においては、デリバティブ取引を全く行っていないため該当事項はありません。 

  

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) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

当中間期においては、デリバティブ取引を全く行っていないため該当事項はありません。 

  

前連結会計期間（自 平成16年4月1日 至 平成17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 

当期においては、デリバティブ取引を全く行っていないため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】 

（前中間連結会計年度） 

全セグメントの売上高の合計および営業利益の合計額に占める「産業用電気機器の製造及び販売事業」の割合がい

ずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載は省略しています。 

  

（当中間連結会計年度） 

全セグメントの売上高の合計および営業利益の合計額に占める「産業用電気機器の製造及び販売事業」の割合がい

ずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載は省略しています。 

  

（前連結会計年度） 

全セグメントの売上高の合計および営業利益の合計額に占める「産業用電気機器の製造及び販売事業」の割合がい

ずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載は省略しています。 

  



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米地域…………米国 

(2) その他の地域……フランス、フィリピン 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(426百万円)の主なものは、当社本社の総務部門等管理

部門に係る費用です。 

  

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) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米地域…………米国 

(2) その他の地域……フランス、フィリピン、中国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(541百万円)の主なものは、当社本社の総務部門等管理

部門に係る費用です。 

  

  
日本 

(百万円) 

北米地域 

(百万円) 

その他の
地域 
(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 

21,252 8,640 1,506 31,399 ─ 31,399

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

7,051 31 3,465 10,548 (10,548) ─

計 28,303 8,672 4,972 41,948 (10,548) 31,399

営業費用 25,882 8,485 4,641 39,009 (10,049) 28,960

営業利益 2,421 186 330 2,939 (499) 2,439

  
日本 

(百万円) 

北米地域 

(百万円) 

その他の
地域 
(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 

21,546 8,435 1,990 31,971 ─ 31,971

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

7,638 27 3,668 11,333 (11,333) ─

計 29,184 8,462 5,658 43,305 (11,333) 31,971

営業費用 26,901 8,193 5,279 40,374 (10,694) 29,679

営業利益 2,282 269 378 2,931 (638) 2,292



前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米地域…………米国 

(2) その他の地域……フランス、フィリピン、中国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(677百万円)の主なものは、当社本社の総務部門等管理

部門に係る費用です。 

  

  
日本 

(百万円) 

北米地域 

(百万円) 

その他の
地域 
(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 

43,048 16,939 3,037 63,025 ─ 63,025

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

13,531 155 6,789 20,476 (20,476) ─

計 56,579 17,095 9,826 83,501 (20,476) 63,025

営業費用 52,455 16,804 9,093 78,353 (19,750) 58,603

営業利益 4,124 290 732 5,147 (725) 4,422



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

(1) 北米……………米国、カナダ 

(2) ヨーロッパ……フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン他 

(3) 東南アジア……韓国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール他 

(4) その他…………アフリカ、インド他 

３ 海外売上高は、親会社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

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) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

(1) 北米……………米国、カナダ 

(2) ヨーロッパ……フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン他 

(3) 東南アジア……韓国、中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール他 

(4) その他…………アフリカ、インド他 

３ 海外売上高は、親会社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

(1) 北米……………米国、カナダ 

(2) ヨーロッパ……フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン他 

(3) 東南アジア……韓国、中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール他 

(4) その他…………アフリカ、インド他 

３ 海外売上高は、親会社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

  北米 ヨーロッパ 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,677 2,574 5,613 33 12,898

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 31,399

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

14.9 8.2 17.9 0.1 41.1

  北米 ヨーロッパ 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,095 2,095 6,409 0 13,600

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 31,971

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

15.9 6.6 20.1 0 42.5

  北米 ヨーロッパ 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,388 4,536 11,633 35 25,595

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 63,025

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

14.9 7.2 18.5 0.1 40.6



(１株当たり情報) 

  

  

(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16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ １株当たり純資産額 513円96銭 １ １株当たり純資産額 547円77銭 １ １株当たり純資産額 528円76銭

２ １株当たり 
中間純利益 

23円53銭
２ １株当たり
中間純利益 

23円01銭
２ １株当たり
当期純利益 

38円71銭

３ 連結ベース潜在株式
調整後１株当たり 
中間純利益 

３ 連結ベース潜在株式
調整後１株当たり 
中間純利益 

３ 連結ベース潜在株式
調整後１株当たり 
当期純利益 

 

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、希薄化効

果を有している潜在株式がないた

め記載していません。 

  

  

４ 1株当たり中間純利益の算定上 
の基礎 

  

  

  
中間連結損益計算書上の中間純
利益 

1,412百万円
普通株式に係る中間純利益 

1,412百万円
普通株主に帰属しない金額の主
要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 
60,003,101株 

 

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、希薄化効

果を有している潜在株式がないた

め記載していません。 

  

  

４ 1株当たり中間純利益の算定上 
の基礎 

  

  

  
中間連結損益計算書上の中間純
利益 

1,384百万円
普通株式に係る中間純利益

1,384百万円
普通株主に帰属しない金額の主
要な内訳 

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数
60,180,412株 

 

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

ため記載していません。 

  

  

４ 1株当たり当期純利益の算定上 
の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 
2,386百万円

普通株式に係る当期純利益 
2,326百万円

普通株主に帰属しない金額の主 
要な内訳 
利益処分による役員賞与金 
            60百万円
普通株式の期中平均株式数 

60,100,786株 
 



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 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金    1,842 1,928   1,846 

２ 受取手形 ※３  3,530 3,759   3,630 

３ 売掛金 ※４  13,841 16,,678   14,162 

４ たな卸資産    10,114 9,650   9,475 

５ その他    2,711 2,125   2,170 

貸倒引当金    △21 △125   △110 

流動資産合計    32,019 61.7 34,016 62.8   31,174 61.1

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１        

(1) 建物 ※２  6,091 5,719   5,881 

(2) 機械装置 ※２  2,764 2,599   2,743 

(3) 土地 ※２  4,544 4,544   4,544 

(4) その他    1,283 1,824   1,477 

有形固定資産合計    14,683 28.3 14,688 27.1   14,646 28.7

２ 無形固定資産    200 0.4 159 0.3   186 0.4

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券    2,142 2,953   2,387 

(2) その他    3,169 2,347   2,594 

貸倒引当金    △312 △10   △8 

投資その他の 
資産合計    4,999 9.6 5,290 9.8   4,973 9.8

固定資産合計    19,883 38.3 20,138 37.2   19,806 38.9

資産合計    51,903 100.0 54,155 100.0   50,981 100.0

           



  

  

    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 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形    3,554 2,184   2,162 

２ 買掛金    7,953 9,159   8,575 

３ 短期借入金    5,700 6,850   5,250 

４ 一年以内に返済予定 
の長期借入金 ※２  613 158   370 

５ 未払法人税等    60 882   113 

６ その他 ※５  2,581 2,435   2,691 

流動負債合計    20,463 39.4 21,669 40.0   19,163 37.6

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金 ※２  240 82   148 

２ 退職給付引当金    427 491   507 

３ 再評価に係る繰延税
金負債    714 714   714 

固定負債合計    1,381 2.7 1,288 2.4   1,369 2.7

負債合計    21,845 42.1 22,957 42.4   20,533 40.3

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    9,526 18.4 9,526 17.6   9,526 18.7

Ⅱ 資本剰余金    11,059 21.3 11,059 20.4   11,059 21.7

１ 資本準備金    11,058 11,058   11,058 

２ その他資本剰余金    0 1   1 

Ⅲ 利益剰余金    9,114 17.6 10,048 18.6   9,370 18.4

１ 利益準備金    1,032 1,032   1,032 

２ 任意積立金    3,250 3,250   3,250 

３ 中間(当期) 
未処分利益    4,831 5,765   5,087 

Ⅳ 土地再評価差額金    1,062 2.0 1,062 2.0   1,062 2.1

Ⅴ その他有価証券評価 
差額金    118 0.2 343 0.6   265 0.5

Ⅵ 自己株式    △823 △1.6 △843 △1.6   △836 △1.7

資本合計    30,058 57.9 31,197 57.6   30,448 59.7

負債・資本合計    51,903 100.0 54,155 100.0   50,981 100.0

           



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 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    28,235 100.0 28,957 100.0   56,413 100.0

Ⅱ 売上原価    23,535 83.4 24,600 84.9   47,875 84.9

売上総利益    4,699 16.6 4,356 15.1   8,538 15.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    2,755 9.7 2,713 9.4   5,210 9.2

営業利益    1,944 6.9 1,642 5.7   3,327 5.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  247 0.9 645 2.2   206 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  142 0.5 36 0.1   325 0.6

経常利益    2,049 7.3 2,252 7.8   3,208 5.7

Ⅵ 特別利益 ※３  0 0.0 7 0.0   0 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  167 0.6 492 1.7   470 0.8

税引前中間（当期）
純利益    1,882 6.7 1,767 6.1   2,738 4.9

法人税、住民税 
及び事業税   11   841 28   

法人税等調整額   758 769 2.8 △113 728 2.5 1,099 1,128 2.0

中間（当期）純利益    1,113 3.9 1,038 3.6   1,609 2.9

前期繰越利益    3,718 4,726   3,718 

中間配当額    ― ―   240 

中間(当期)未処分 
利益    4,831 5,765   5,087 

           



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 

子会社株式 

移動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、移動平均法に

より算定) 

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 

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 

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 

移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ２ たな卸資産 

(1) 製品、仕掛品、貯蔵品 

個別法による原価法であ

り、製品の一部は移動平

均法による原価法です。 

 ２ たな卸資産 

(1) 製品、仕掛品、貯蔵品 

同左 

２ たな卸資産 

(1) 製品、仕掛品、貯蔵品 

同左 

  (2) 原材料 

移動平均法による原価法 

(2) 原材料 

同左 

(2) 原材料 

同左 

  ３ デリバティブ取引 

時価法 

３ デリバティブ取引 

同左 

３ デリバティブ取引 

同左 

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

(建物附属設備を除く)につ

いては定額法)によっていま

す。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりです。 

建物 ３～50年

機械装置 ２～13年

その他 ２～15年

１ 有形固定資産 

同左 

１ 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、耐用年数および残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っています。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属設

備を除く)については、定額法

によっています。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりです。 

建物 ３～50年

機械装置 ２～13年

その他 ２～15年

  ２ 無形固定資産 
定額法によっています。 
なお、耐用年数および残存

価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基

準によっています。 
ただし、ソフトウェアのう

ち自社利用のものについて

は、社内における利用可能

期間(５年)に基づき、販売

目的のものについては販売

見込可能期間(３年)に基づ

き、定額法によっていま

す。 

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 

債権の貸倒による損失に備え

るため回収不能見込額を計上

しています。 

１ 貸倒引当金 

同左 

１ 貸倒引当金 

同左 

  ａ 一般債権 

貸倒実績率法によってい

ます。 

ｂ 貸倒懸念債権及び破産更

生債権 

財務内容評価法によって

います。 

ａ 一般債権 

同左 

  

ｂ 貸倒懸念債権及び破産

更生債権 

同左 

  

ａ 一般債権 

同左 

  

ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

同左 

  

  ２ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

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いま

す。なお、会計基準変更時差

異は５年による按分額を費用

処理しています。 

過去勤務債務については、各

事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定年数（15年）による定

額法により按分した額を費用

処理することとしています。

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(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

理することとしています。 

  

２ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資

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

計上しています。 

過去勤務債務については、

各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（15年）

による定額法により按分し

た額を費用処理することと

しています。 

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(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

しています。 

  

２ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務および年金資産の見込

額に基づき当事業年度末におい

て発生していると認められる額

を計上しています。なお、会計

基準変更時差異は５年による按

分額を費用処理しています。 

過去勤務債務については、各事

業年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

年数（15年）による定額法によ

り按分した額を費用処理するこ

ととしています。 

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(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

しています。 

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

処理によっています。 

同左 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 外貨建ての資産及び負

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

として処理しています。 

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

理しています。 

６ ヘッジ会計の方法 

  

  

  

  

  

  

  

  

① ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ方法を採

用しています。なお、為替予

約については振当処理の要件

を満たしている場合は振当処

理を、金利スワップについて

は特例処理の要件を満たして

いる場合は特例処理を採用し

ています。 

① ヘッジ会計の方法 

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 

なお、当中間期末において

は、ヘッジ会計処理をしてい

るものはありません。 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約   外貨建予定取引 

金利 
スワップ  借入金利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

なお、当会計期末においては、

為替予約のみヘッジ会計処理を

しています。 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約   外貨建予定取引 

金利
スワップ   借入金利息 

  ③ ヘッジ方針 

当社の取締役会の決議に基づ

き、為替変動リスク及び金利

変動リスクをヘッジしていま

す。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間において相場

変動によるヘッジ手段および

ヘッジ対象に係る損益の累計

を比較することでヘッジの有

効性を評価しています。 

ただし、特例処理によってい

る金利スワップ及び振当処理

によっている為替予約は有効

性の評価を省略しています。

④ ヘッジの有効性評価の方法 

         同左 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

７ 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 

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっていま

す。 

同左 同左 



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 

  

  

  

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) 

前会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

        ― 

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、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) 

前会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

（外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い、法人事業税の付加

価値割及び資本割49百万円を、売上

原価と販売費及び一般管理費に計上

しています。 

  

        ― 

  

  

  

  

「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

れることに伴い、当会計年度から

「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」(平成16年

２月13日 企業会計基準委員会

実務対応報告第12号)に従い、法人

事業税の付加価値割及び資本割23

百万円を製造原価に、64百万円を

販売費及び一般管理費として処理

しています。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  
  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 

31,124百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 

31,638百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

31,485百万円 

※２ このうち 

については工場財団を組成し、

長期借入金298百万円(うち１年

以内に返済予定の長期借入金

108百万円)の担保に供していま

す。 

  

土地 2,895百万円

建物 933百万円

機械装置 76百万円

合計 3,905百万円

※２ このうち 

については工場財団を組成し、

長期借入金190百万円(うち１年

以内に返済予定の長期借入金

108百万円)の担保に供していま

す。 

土地 2,895百万円

建物 866百万円

機械装置 74百万円

合計 3,836百万円

※２ このうち 

については工場財団を組成し、

長期借入金244百万円(うち１年

以内に返済予定の長期借入金

108百万円)の担保に供していま

す。 

土地 2,895百万円

建物 898百万円

機械装置 75百万円

合計 3,869百万円

※３ 受取手形割引高 500百万円

※４ 輸出貨物代金債

権譲渡契約 

に基づく債権譲

渡残高 

  

  

  
1,371百万円

※３      ―

※４      ―
  
  

※３ 受取手形割引高 190百万円

※４ 輸出貨物代金債

権譲渡契約 

に基づく債権譲

渡残高 

  

  

  
1,052百万円

      

※５ 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、「その他」に含めて

表示しています。 

11百万円 

※５ 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、「その他」に含めて

表示しています。 

7百万円 

※５      ― 

      

６ 保証債務 

子会社のリース会社とのリ

ース取引に対する保証を行

っています。 

SANYO DENKI 
PHILIPPINES,INC.

670百万円

６ 保証債務 

子会社のリース会社とのリ

ース取引に対する保証を行

っています。 

SANYO DENKI
PHILIPPINES,INC.

427百万円

６ 保証債務 

子会社のリース会社とのリ

ース取引に対する保証を行

っています。 

SANYO DENKI 
PHILIPPINES,INC.

522百万円



(中間損益計算書関係) 

  

  
  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

   為替差益     132百万

円 

受取利息 20百万円

受取配当金 57百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 24百万円

受取配当金 160百万円

為替差益 253百万円

有価証券売却益 151百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 39百万円

受取配当金 64百万円

為替差益 27百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 35百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 23百万円

手形売却損 11百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 64百万円

貸倒損失 126百万円

手形売却損 46百万円

※３      ― 

                 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金
戻入益 

6百万円

※３      ― 

※４ 特別損失の主要項目 

役員退職慰労金 7百万円

固定資産除却損 31百万円

退職給付会計 
基準変更時差異 

122百万円

※４ 特別損失の主要項目 

役員退職慰労金 348百万円

固定資産除却損 35百万円

関係会社株式
評価損 

106百万円

※４ 特別損失の主要項目 

役員退職慰労金 7百万円

固定資産売却損 66百万円

退職給付会計 
基準変更時差異 

244百万円

関係会社株式 
評価損 

150百万円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 626百万円

無形固定資産 35百万円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 594百万円

無形固定資産 33百万円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,352百万円

無形固定資産 69百万円



(リース取引関係) 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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 

  
(有形固
定資産)
その他 

無形 
固定資産 合計 

  (百万円) (百万円) (百万円) 
取得 
価額 
相当額 

347 6 353 

減価 
償却 
累計額 
相当額 

182 3 186 

中間期 
末残高 
相当額 

164 2 167 

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 

  
(有形固
定資産)
その他 

無形
固定資産

合計

  (百万円) (百万円) (百万円)

取得 
価額 
相当額 

286 6 292

減価 
償却 
累計額 
相当額 

182 5 187

中間期 
末残高 
相当額 

103 1 104

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期末

残高相当額 

 
(有形固
定資産)
その他 

無形 
固定資産 合計 

(百万円) (百万円) (百万円) 
取得
価額 
相当額 

341 6 347 

減価
償却 
累計額 
相当額 

201 4 205 

期末
残高 
相当額 

140 1 141 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 78百万円

１年超 91百万円

合計 170百万円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 65百万円

１年超 40百万円

合計 106百万円

② 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 72百万円

１年超 71百万円

合計 144百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 46百万円

減価償却費相当額 44百万円

支払利息相当額 1百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 39百万円

減価償却費相当額 37百万円

支払利息相当額 1百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 91百万円

減価償却費相当額 87百万円

支払利息相当額 3百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ています。 

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 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっていま

す。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

オペレーティングリース取引 

 未経過リース料 

１年以内 1百万円

１年超 3百万円

合計 5百万円

   

   

   

   

   

   

オペレーティングリース取引 

 未経過リース料 

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありませんので、項目等の記載は

省略しています。 

１年以内 4百万円

１年超 15百万円

合計 19百万円

オペレーティングリース取引 

 未経過リース料 

１年以内 1百万円

１年超 3百万円

合計 4百万円



(有価証券関係) 

前中間会計期間(平成16年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していません。 

  

当中間会計期間(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していません。 

  

前事業年度(平成17年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していません。 

  



(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。 

  

(重要な後発事象) 

     該当事項はありません。 

  



(2) 【その他】 

① 当半期中に営業その他に関し重要な訴訟事件等はありません。 

② 平成17年10月31日開催の当社取締役会において第104期(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の中間配

当金の支払に関し、次のとおり決議しました。 

イ) 当社定款第35条の規定に基づき、平成17年９月30日現在の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または

記録された株主または登録質権者に対し、次のとおり中間配当金の支払いを行います。 

  

ロ) 中間配当による配当金の総額 240百万円 

ハ) １株当たりの中間配当金 4円00銭 

ニ) 支払請求権の効力発生日および支払開始日 平成17年12月9日 



第６ 【提出会社の参考情報】 

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

  

  

  

  

  

  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

  
事業年度 
(第103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22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16年12月20日

山洋電気株式会社 

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」に掲げられている山洋電

気株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成16年４月１日から平

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

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

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

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

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

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

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

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

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

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

情報を表示しているものと認める。 

  

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

  

以 上 

  

  
  

双葉監査法人 

代 表 社 員 
業務執行社員

 公認会計士  一  木  裕  一  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  小  泉  正  明  ㊞ 

  
※ 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、その原本は当社が中間連結財務諸表に添付する形

で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21日

山洋電気株式会社 

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」に掲げられている山洋電

気株式会社の平成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、山洋電気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 

  

双葉監査法人 

代 表 社 員 
業務執行社員

 公認会計士  外  山  雄  一  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  小  泉  正  明  ㊞ 

  
※ 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、その原本は当社が中間連結財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月20日

山洋電気株式会社 

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」に掲げられている山洋電

気株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第103期事業年度の中間会計期間(平成16年４月１日から平

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

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

ることにある。 

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

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

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

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

合理的な基礎を得たと判断している。 

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

して、山洋電気株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成16年４月１日

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

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

  

以 上 

  

  
  

双葉監査法人 

代 表 社 員 
業務執行社員

 公認会計士  一  木  裕  一  ㊞   

業務執行社員  公認会計士  小  泉  正  明  ㊞ 

  
※ 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、その原本は当社が中間財務諸表に添付する形で別

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21日

山洋電気株式会社 

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」に掲げられている山洋電

気株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第104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、山洋電気株式会社の平成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。 

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 

  

双葉監査法人 

代 表 社 員 
業務執行社員

 公認会計士  外  山  雄  一  ㊞   

業務執行社員  公認会計士  小  泉  正  明  ㊞ 

  
※ 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、その原本は当社が中間財務諸表に添付する形で別

途保管しております。 
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