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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 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

回次 第53期中 第54期中 第55期中 第53期 第54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） 78,429 95,581 99,185 170,911 190,541

経常利益（百万円） 1,077 1,907 1,979 2,722 3,747

中間（当期）純利益（百万円） 518 1,049 1,104 1,529 2,045

純資産額（百万円） 53,519 54,781 56,670 54,025 55,744

総資産額（百万円） 83,549 92,499 97,301 88,381 93,592

１株当たり純資産額（円） 1,614.25 1,674.70 1,733.09 1,650.62 1,703.60

１株当たり中間（当期）純利益
（円） 

15.41 32.08 33.78 45.03 61.70

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（％） 64.1 59.2 58.2 61.1 59.6

営業活動によるキャッシュ・フロー
（百万円） 

7,172 △6,075 △207 5,626 △4,001

投資活動によるキャッシュ・フロー
（百万円） 

△560 △245 101 △333 △389

財務活動によるキャッシュ・フロー
（百万円） 

△3,546 3,250 △728 △3,819 2,153

現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高（百万円） 

8,012 3,355 3,372 6,333 4,132

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕(名) 

787 
〔86〕

777
〔77〕

755
〔78〕

765 
〔83〕

755
〔76〕



(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）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

回次 第53期中 第54期中 第55期中 第53期 第54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） 60,291 68,815 72,611 130,450 138,516

経常利益（百万円） 1,013 1,717 1,719 2,381 3,096

中間（当期）純利益（百万円） 538 993 982 1,296 1,787

資本金（百万円） 14,811 14,811 14,811 14,811 14,811

発行済株式総数（株） 36,028,373 33,528,373 33,528,373 33,528,373 33,528,373

純資産額（百万円） 50,442 51,415 52,859 50,921 52,274

総資産額（百万円） 73,247 79,840 84,655 76,924 80,562

１株当たり純資産額（円） 1,521.43 1,571.78 1,616.53 1,555.74 1,597.51

１株当たり中間（当期）純利益
（円） 

16.01 30.36 30.05 38.04 53.80

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） 

6.00 6.00 8.00 14.00 18.00

自己資本比率（％） 68.9 64.4 62.4 66.2 64.9

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕(名) 

642 
〔85〕

618
〔76〕

593
〔75〕

622 
〔82〕

590
〔75〕



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、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３【関係会社の状況】 

   当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含

む。）であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時従業員数は

〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(3）労働組合の状況 

 労働組合はありません。 

  

  

  平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

デバイス事業 490 〔2〕 

ソリューション事業 183 〔3〕 

全社（共通） 82 〔73〕 

合計 755 〔78〕 

  平成17年９月30日現在

従業員数（名） 593〔75〕



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間の日本経済は、雇用の改善や幅広い業種で設備投資が上向き、緩やかな回復基調が続きました。また、

米国経済も住宅市場の活況が個人消費を支え順調に推移、中国経済は高い価格競争力を背景に輸出が増大し高成長を維持しま

した。しかしながら、原油価格高騰の影響、米国での住宅価格の上昇やハリケーン被害により、世界経済の行方を懸念する声

も高まってきました。 

 国内エレクトロニクス業界では、価格下落や海外との生産バランスの変化から、デジタル家電など民生用電子機器や電子デ

バイスの生産が暦年ベースで軒並み前年割れとなりました。ただし、夏頃より受注が上向いており、下半期での生産活発化を

予想する見方が増えています。 

 このようななか、当社はソリューション提案力の強化に取組むとともに、新仕入先商品の継続拡販やビジネスモデルの創出

に努め、当中間連結会計期間の連結業績は、売上高は99,185百万円（前年同期比3.8%増）、経常利益は1,979百万円（前年同期

比3.8%増）、中間純利益は1,104百万円（前年同期比5.3%増）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、次の通りです。 

① デバイス事業 

  当中間連結会計期間の連結デバイス事業売上高は、93,235百万円（前年同期比4.5%増）となりました。分野別の売上状況

を見ますと、携帯電話やパソコン向けにメモリが拡大、また携帯電話向けＣＭＯＳセンサー、携帯マルチ端末向けモジュー

ル製品、ＰＤＰテレビ向け回路基板など海外仕入先製品が増加しました。一方、ＤＶＤレコーダ向けシステムＬＳＩ、携帯

電話やパソコン関連機器向け液晶ディスプレイドライバＩＣは、昨年のオリンピック需要の反動もあり減少したものの、全

体では売上高は前年同期比増加となりました。収益面につきましても売上高の増加により、連結デバイス事業営業利益は、

2,291百万円（前年同期比2.5%増）となりました。 

  なお、連結受注高は96,574百万円、当中間連結会計期間末受注残高は28,156百万円となりました。 

  

② ソリューション事業 

当中間連結会計期間の連結ソリューション事業売上高は、5,949百万円（前年同期比6.1%減）となりました。売上高は、映

像システム関連ビジネスは増加したものの、企業向けネットワークシステム関連ビジネスの減少をカバーできませんでし

た。収益面につきましては、売上高の減少を補うべく、ネットワーク監視や統合保守サービスなどのノンハードビジネスを

強化し、連結ソリューション事業営業利益は、279百万円（前年同期比26.6%増）となりました。 

なお、連結受注高は6,852百万円、当中間連結会計期間末受注残高は3,666百万円となりました。 

  



 所在地別セグメントの業績は、次の通りです。 

① 日本 

日本では、デバイス事業は、携帯電話やパソコン向けにメモリが拡大、また携帯電話向けＣＭＯＳセンサー、ＰＤＰテ

レビ向け回路基板など海外仕入先製品が増加しました。一方、ＤＶＤレコーダ向けシステムＬＳＩ、携帯電話やパソコン

関連向け液晶ディスプレイドライバＩＣは、昨年のオリンピック需要の反動もあり減少いたしました。また、家庭用ゲー

ム機向けでは、据え置き型ゲーム機の端境期に当たり、システムＬＳＩやメモリが減少いたしました。 

ソリューション事業は、映像システム関連のビジネスは増加したものの、企業向けネットワークシステム関連ビジネス

の減少をカバーできませんでした。 

この結果、売上高は71,273百万円（前年同期比5.7%増）、営業利益は1,115百万円（前年同期比4.7％減）となりまし

た。 

  

② アジア 

アジアでは、パソコン関連向けメモリやＰＤＰテレビ向け回路基板などが堅調に推移いたしましたが、デジタル家電向

けシステムＬＳＩやパソコン関連機器向け液晶ディスプレイドライバＩＣなどが生産調整や価格下落により伸び悩みまし

た。 

この結果、売上高は26,660百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益は455百万円（前年同期比4.4％増）となりました。

  

③ 北米 

     北米では、テレビ向け液晶ディスプレイが減少したものの、システムＬＳＩやメモリなどが好調に推移いたしました。

また、携帯マルチ端末向けモジュール製品も順調に拡大いたしました。 

この結果、売上高は1,251百万円（前年同期比22.8％減）、営業利益は191百万円（前年同期比89.9％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における連結ベースの現金及び現金同等物は、売上債権の増加および借入金の返済等による支出によ

り、前連結会計年度末に比べて760百万円減少し、3,372百万円（前期比18.4%減）となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上高の伸長に伴う売上債権の増加をたな卸資産の削減や仕

入債務の増加等では吸収できず207百万円の支出となりましたが、前中間連結会計期間に比べ支出が5,868百万円減少しており

ます。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却等により101百万円の収入となりました。

その結果、前中間連結会計期間が245百万円の支出であったことから、346百万円の収入増となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出等により、728百万円の支出とな

りました。その結果、前中間連結会計期間が3,250百万円の収入であったことから、3,978百万円の支出増となりました。 

  



２【仕入、受注及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当中間連結会計期間における仕入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） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

 当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 前中間連結会計期間の株式会社東芝及び当中間連結会計期間の任天堂株式会社、ソニーイーエムシーエス株式会社につ

いては、総販売高の１００分の１０未満のため記載しておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 仕入高（百万円） 前年同期比（%） 

デバイス事業 85,159 △1.3 

ソリューション事業 5,136 △7.7 

合計 90,296 △1.7 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（%） 受注残高（百万円） 前年同期比（%）

デバイス事業 96,574 ＋6.7 28,156 ＋18.1 

ソリューション事業 6,852 ＋1.1 3,666 ＋4.8 

合計 103,427 ＋6.3 31,822 ＋16.4 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同期比（%） 

デバイス事業 93,235 ＋4.5 

ソリューション事業 5,949 △6.1 

合計 99,185 ＋3.8 

相手先 

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 

販売高（百万円） 割合（%） 販売高（百万円） 割合（%） 

シャープ株式会社 13,270 13.9 19,012 19.2 

株式会社東芝 － － 12,862 13.0 

任天堂株式会社 11,486 12.0 － － 

ソニーイーエムシーエス株式会社 10,214 10.7 － － 



３【対処すべき課題】 

  事業環境は若干不透明感があるものの緩やかな成長が継続すると予想され、当社はステークホルダーの満足を得るため、経

営の軸足を成長に置き、事業力の強化と経営基盤の整備に取り組んでまいります。具体的な施策は以下の通りです。 

①半導体・電子部品ビジネスの拡大と収益力強化 

②新規ビジネスの拡大継続 

③海外事業の強化 

④ソリューション事業の競争優位実現に向けた取組み強化 

⑤グループ事業力の強化 

⑥社会的責任への対応強化 

  

４【経営上の重要な契約等】 

  当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５【研究開発活動】 

  株式会社ＴＡＫＵＭＩは、組込み機器向け３次元グラフィックスエンジン・ＩＰコア「ＧＳＨＡＲＫ－ＴＡＫＵＭＩ」シリー

ズの開発及び販売を行っております。「ＧＳＨＡＲＫ－ＴＡＫＵＭＩ」シリーズは、高性能を「小さいゲートサイズで」「小さ

な消費電力で」「少ないプログラムで」をコンセプトに、ハードウェア実行型の３次元グラフィックスエンジン・ＩＰコア

（ハードウェアライブラリ）の製品を拡充し、更なる性能の向上を目指しております。 

  当中間連結会計期間の研究開発としては、携帯電話市場やＡＶ機器市場など幅広い市場ニーズに対応するため、「ＧＳＨＡＲ

Ｋ－ＴＡＫＵＭＩ」シリーズのラインアップの強化に取り組んでまいりました。 

  当中間連結会計期間に支出した研究開発費の総額は112百万円であり、その全額がデバイス事業に係るものであります。 

  



第３【設備の状況】 

  

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 該当事項はありません。 

  



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）１．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旨を定款に定めております。 

    ２．当中間会計期間の末日後、提出日までに株式829,000株を消却し、提出日現在では、76,171,000株となっております。 

  

②【発行済株式】 

 （注） 当中間会計期間の末日後、提出日までに株式829,000株を消却しております。 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注） 当中間会計期間の末日後、提出日までに株式829千株を消却し、提出日現在の発行済株式総数残高は32,699千株となっており

ます。 

  

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 77,000,000 

計 77,000,000 

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 33,528,373 32,699,373
東京証券取引所
市場第一部 

－ 

計 33,528,373 32,699,373 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成17年９月30日 － 33,528 － 14,811 － 15,329



(4）【大株主の状況】 

 （注） 上記のほか、当社名義の自己株式が829千株（持株比率2.47%）あります。 

    平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８－11 2,444 7.29 

有限会社松永榮一 東京都世田谷区瀬田４丁目36番15号 2,200 6.56 

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目11－３ 2,139 6.38 

ＮＥＣエレクトロニクス株式
会社 

神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地 2,049 6.11 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 1,000 2.98 

株式会社ＵＦＪ銀行 愛知県名古屋市中区錦３丁目21－24 524 1.56 

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口４） 

東京都中央区晴海１丁目８－11 458 1.37 

シービーエヌワイ デイエフ

エイ インターナショナル 

キャップ バリュー ポート

フォリオ（常任代理人 シテ

ィバンク、エヌ・エイ 東京

支店 証券業務部） 

1299 OCEAN AVENUE,11F,SANTA MONICA,CA 

90401 USA 

（東京都品川区東品川２丁目３－14） 

415 1.24 

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 

証券管理本部 オペレーショ

ン部門） 

25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF,LONDON 

E144QA ENGLAND 

（東京都渋谷区恵比寿４丁目20-３ 恵比

寿ガーデンプレイスタワー） 

404 1.20 

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 400 1.19 

計 － 12,033 35.89 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が9,000株（議決権の数9個）含まれてお

ります。 

  

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、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。 

  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 

829,000 
－ － 

完全議決権株式（その他）（注） 
普通株式 

32,494,000 
32,494 － 

単元未満株式 
普通株式 

205,373 
－ － 

発行済株式総数 33,528,373 － － 

総株主の議決権 － 32,494 － 

      平成17年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

（自己保有株式） 
三信電気株式会社 

東京都港区芝四丁目
４番12号 

829,000 ― 829,000 2.47

計 － 829,000 ― 829,000 2.47

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 956 950 956 1,038 1,038 1,160 

最低（円） 844 898 923 937 950 995 



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。 

 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。 

  

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、

監査法人トーマツにより中間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】 

    
前中間連結会計期間末 
平成16年９月30日現在 

当中間連結会計期間末
平成17年９月30日現在 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成17年３月31日現在 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金    3,355 3,372  4,132 

２ 受取手形及び売掛
金 

   62,227 69,158  62,492 

３ 有価証券    － 40  40 

４ たな卸資産    16,446 14,556  16,056 

５ その他    1,677 1,148  1,630 

６ 貸倒引当金    △169 △128  △152 

流動資産合計    83,538 90.3 88,147 90.6  84,198 90.0

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※１  5,546 5,348  5,475 

２ 無形固定資産    249 312  356 

３ 投資その他の資産       

(1）投資その他の資
産 

  3,241  3,556 3,635  

(2）貸倒引当金   △75 3,165 △64 3,492 △73 3,562 

固定資産合計    8,961 9.7 9,153 9.4  9,394 10.0

資産合計    92,499 100.0 97,301 100.0  93,592 100.0

        



  

  

    
前中間連結会計期間末 
平成16年９月30日現在 

当中間連結会計期間末
平成17年９月30日現在 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成17年３月31日現在 

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 

   22,454 26,002  23,015 

２ 短期借入金    9,950 8,818  9,034 

３ 一年以内返済予定
長期借入金 

   － 2,500  － 

４ 引当金    620 640  620 

５ その他    1,777 2,101  2,070 

流動負債合計    34,802 37.6 40,061 41.2  34,741 37.1

Ⅱ 固定負債       

１ 長期借入金    2,500 －  2,500 

２ 引当金    227 194  243 

３ その他    187 374  363 

固定負債合計    2,915 3.2 569 0.6  3,107 3.3

負債合計    37,717 40.8 40,630 41.8  37,848 40.4

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    14,811 16.0 14,811 15.2  14,811 15.8

Ⅱ 資本剰余金    15,329 16.6 15,329 15.8  15,329 16.4

Ⅲ 利益剰余金    25,148 27.2 26,633 27.4  25,948 27.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   511 0.5 806 0.8  778 0.9

Ⅴ 為替換算調整勘定    △584 △0.6 △464 △0.5  △683 △0.7

Ⅵ 自己株式    △435 △0.5 △446 △0.5  △439 △0.5

資本合計    54,781 59.2 56,670 58.2  55,744 59.6

負債及び資本合計    92,499 100.0 97,301 100.0  93,592 100.0

        



②【中間連結損益計算書】 

  

  

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

当中間連結会計期間
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

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

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    95,581 100.0 99,185 100.0  190,541 100.0

Ⅱ 売上原価    88,572 92.7 92,108 92.9  176,641 92.7

売上総利益    7,009 7.3 7,076 7.1  13,900 7.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費       

１ 荷造運賃   161  188 323  

２ 旅費交通費   245  281 514  

３ 役員報酬   103  105 222  

４ 給料手当   1,748  1,712 4,076  

５ 賞与引当金繰入額   620  640 620  

６ 役員退職慰労引当金繰
入額 

  15  14 30  

７ 減価償却費   100  117 222  

８ その他   2,135 5,131 5.3 2,144 5,205 5.2 4,170 10,180 5.3

営業利益    1,877 2.0 1,870 1.9  3,719 2.0

Ⅳ 営業外収益       

１ 受取利息   9  20 22  

２ 受取配当金   11  23 19  

３ 仕入割引   7  6 14  

４ 外国為替差益   14  73 27  

５ その他   34 78 0.1 81 204 0.2 67 152 0.1

Ⅴ 営業外費用       

１ 支払利息   36  37 73  

２ 売上割引   2  － －  

３ その他   9 48 0.1 57 95 0.1 50 123 0.1

経常利益    1,907 2.0 1,979 2.0  3,747 2.0

Ⅵ 特別利益       

１ 固定資産売却益 ※１ 0  － 1  

２ 投資有価証券売却益   4  83 14  

３ 貸倒引当金戻入益   － 4 0.0 34 117 0.1 － 16 0.0

Ⅶ 特別損失       

１ 固定資産売却損 ※２ －  49 0  

２ 固定資産除却損 ※３ 5  4 8  

３ 投資有価証券評価損   －  36 －  

４ 会員権評価損   8  － 10  

５ 出資金未返還損   1 14 0.0 － 90 0.1 1 20 0.0

税金等調整前中間（当
期）純利益 

   1,897 2.0 2,006 2.0  3,742 2.0

法人税、住民税及び事
業税 

  751  848 1,599  

法人税等調整額   96 847 0.9 54 902 0.9 98 1,697 0.9

中間（当期）純利益    1,049 1.1 1,104 1.1  2,045 1.1

        



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 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 
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） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高    15,329 15,329  15,329

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   15,329 15,329  15,329

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高    24,384 25,948  24,384

Ⅱ 利益剰余金増加高     

中間（当期）純利益    1,049 1,104  2,045

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 配当金   261 392 457 

２ 役員賞与   24 285 27 419 24 481

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   25,148 26,633  25,948

      



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 

 1,897 2,006 3,742 

２ 減価償却費  153 172 322 

３ 退職給付引当金の減少額  △79 － △79 

４ 前払年金費用の増加額  △53 △4 △48 

５ 役員退職慰労引当金の増加
額（△減少額） 

 △7 △48 8 

６ 貸倒引当金の増加額（△減
少額） 

 68 △34 50 

７ 受取利息及び受取配当金  △21 △43 △42 

８ 支払利息  36 37 73 

９ 投資有価証券売却益  △4 △83 △14 

10 固定資産売却損  － 49 0 

11 投資有価証券評価損  － 36 － 

12 売上債権の増加額  △3,040 △6,227 △3,450 

13 たな卸資産の減少額（△増
加額） 

 △3,492 1,718 △3,267 

14 仕入債務の増加額（△減少
額） 

 △270 2,570 468 

15 未払消費税等の増加額（△
減少額） 

 △44 72 △40 

16 未収消費税等の減少額（△
増加額） 

 △204 421 △421 

17 役員賞与の支払額  △24 △27 △24 

18 その他の資産及び負債の増
減額 

 △15 84 372 

19 その他の非資金取引  10 16 15 

小計  △5,092 717 △2,334 

20 利息及び配当金の受取額  20 42 42 

21 利息の支払額  △37 △40 △72 

22 法人税等の支払額  △966 △926 △1,636 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 △6,075 △207 △4,001 



  
  

  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 

前連結会計年度の連結
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） 

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 

 △57 △53 △95 

２ 有形固定資産の売却による
収入 

 0 29 2 

３ ソフトウェアの取得による
支出 

 △15 △4 △124 

４ 投資有価証券の取得による
支出 

 △232 △9 △257 

５ 投資有価証券の売却による
収入 

 8 121 38 

６ その他  51 18 47 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △245 101 △389 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 

１ 長期借入れによる収入  2,500 － 2,500 

２ 長期借入金の返済による支
出 

 △7,500 － △7,500 

３ 短期借入れによる収入  9,950 6,718 15,534 

４ 短期借入金の返済による支
出 

 △1,435 △7,048 △7,915 

５ 自己株式の取得・売却によ
る純支出 

 △3 △6 △8 

６ 配当金の支払額  △260 △391 △457 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 3,250 △728 2,153 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

 92 73 36 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △2,977 △760 △2,200 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 6,333 4,132 6,333 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高 

※１ 3,355 3,372 4,132 

   



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 ① 連結子会社の数   ６社 ① 連結子会社の数   ６社 ① 連結子会社の数   ６社 

  SANSHIN ELECTRONICS 
(HONG KONG)CO., LTD. 

SANSHIN ELECTRONICS 
(HONG KONG)CO., LTD. 

SANSHIN ELECTRONICS 
(HONG KONG)CO., LTD. 

  SANSHIN ELECTRONICS 
SINGAPORE(PTE)LTD. 

SANSHIN ELECTRONICS 
SINGAPORE(PTE)LTD. 

SANSHIN ELECTRONICS 
SINGAPORE(PTE)LTD. 

  台湾三信電気股份有限公司 台湾三信電気股份有限公司 台湾三信電気股份有限公司 

  SANSHIN ELECTRONICS 
CORPORATION 

SANSHIN ELECTRONICS 
CORPORATION 

SANSHIN ELECTRONICS 
CORPORATION 

  三信ネットワークサービス株式
会社 

三信ネットワークサービス株式
会社 

三信ネットワークサービス株式
会社 

   株式会社ＴＡＫＵＭＩ  株式会社ＴＡＫＵＭＩ  株式会社ＴＡＫＵＭＩ 

  ② 非連結子会社名 ② 非連結子会社名 ② 非連結子会社名 

  サン・テクノロジー株式会社 

株式会社エス・エヌメディア 

テクノ 

三信国際貿易（上海）有限公司 

サン・テクノロジー株式会社 

株式会社三信メディア・ソリュ

ーションズ 

三信国際貿易（上海）有限公司 

サン・テクノロジー株式会社 

株式会社エス・エヌメディア 

テクノ 

三信国際貿易（上海）有限公司 

  SAN SHIN ELECTRONICS 
(MALAYSIA)SDN. BHD. 

SAN SHIN ELECTRONICS 
(MALAYSIA)SDN. BHD. 

SAN SHIN ELECTRONICS 
(MALAYSIA)SDN. BHD. 

  SANSHIN ELECTRONICS 
(THAILAND)CO., LTD. 

SANSHIN ELECTRONICS 
(THAILAND)CO., LTD. 

SANSHIN ELECTRONICS 
(THAILAND)CO., LTD. 

 なお、株式会社エス・エヌメ

ディアテクノは平成17年４月１

日に社名を変更し、株式会社三

信メディア・ソリューションズ

となっております。 

  ③ 非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由 

③ 非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由 

③ 非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由 

   非連結子会社は総資産、売上

高、持分損益および利益剰余金

等の持分相当額から見ていずれ

も小規模であり、企業集団の財

政状態および経営成績に関する

合理的な判断を妨げない程度に

重要性の乏しい会社であるた

め、連結の範囲から除外してお

ります。 

 なお、重要性を判断する際の

利益基準については、当社およ

び子会社の過去５年間の当期純

損益の平均値を使用しておりま

す。 

同左 同左 

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 持分法を適用しない非連結子会社 持分法を適用しない非連結子会社 

サン・テクノロジー株式会社 

株式会社エス・エヌメディア 

テクノ 

三信国際貿易（上海）有限公司 

サン・テクノロジー株式会社 

株式会社三信メディア・ソリュ

ーションズ 

三信国際貿易（上海）有限公司 

サン・テクノロジー株式会社 

株式会社エス・エヌメディア 

テクノ 

三信国際貿易（上海）有限公司 

  SAN SHIN ELECTRONICS 

(MALAYSIA)SDN. BHD. 

SAN SHIN ELECTRONICS 

(MALAYSIA)SDN. BHD. 

SAN SHIN ELECTRONICS 

(MALAYSIA)SDN. BHD. 

  SANSHIN ELECTRONICS 

(THAILAND)CO., LTD. 

SANSHIN ELECTRONICS 

(THAILAND)CO., LTD. 

SANSHIN ELECTRONICS 

(THAILAND)CO., LTD. 



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 

  （持分法を適用しない理由） （持分法を適用しない理由） （持分法を適用しない理由） 

   持分法非適用会社は、それぞれ

持分損益および利益剰余金等の持

分相当額から見ていずれも小規模

であり、全体としても企業集団の

財政状態及び経営成績に関する合

理的な判断を妨げない程度に重要

性の乏しい会社であるため、持分

法は適用せず、原価法により評価

しております。 

なお、判定にあたっては当社およ

び子会社の過去５年間の当期純損

益の平均値を使用しております。 

同左 同左 

３ 連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

同左  連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事

項 

① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

中間連結会計期間末日の市

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） 

同左 連結会計年度末日の市場価

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 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

  ② デリバティブ ② デリバティブ ② デリバティブ 

  時価法 同左 同左 

  ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

  (イ）商品 (イ）商品 (イ）商品 

  ……主として移動平均法

による低価法 

……同左 ……同左 

  (ロ）未成工事支出金 (ロ）未成工事支出金 (ロ）未成工事支出金 

  ……個別法による原価法 ……同左 ……同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

……主として定率法によって

おります。ただし、建物

（建物附属設備を除く）

については、定額法によ

っております。 

なお、主な耐用年数は建

物及び構築物９年～50

年、その他３年～20年で

あります。 

……同左 ……同左 

  ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  ……定額法によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は、

自社利用のソフトウェア

３年～５年であります。 

……同左 ……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 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率等を勘案して必要額

を、貸倒懸念債権及び破産更生

債権については個別に回収可能

性を勘案した回収不能見込額を

計上しております。 

同左 同左 

  ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

   中間連結財務諸表提出会社に

ついては、従業員の賞与の支給

に備えるため、下期支給見込額

を引当てております。 

同左  連結財務諸表提出会社につい

ては、従業員の賞与の支給に備

えるため、翌連結会計年度支給

見込額のうち当期負担分を引当

てております。 

  ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。ただし、当中間連結会計期

間末においては年金資産見込額

が退職給付債務見込額から未認

識数理計算上の差異を控除した

金額を超過しており、その差額

は前払年金費用として計上して

おります。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定年数（13年）による定額法に

より按分した額を発生の翌連結

会計年度から費用処理しており

ます。 

 なお、当社の適格年金制度に

ついては、当中間連結会計期間

においてキャッシュバランスプ

ラン（市場金利連動型年金）へ

移行する決定をし、平成16年10

月から施行しております。当該

移行により、過去勤務債務（債

務の減額）が884百万円発生し

ております。この過去勤務債務

は従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（13年）にて定

額法により按分した額を費用処

理しております。 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。ただし、当中間連結会計期

間末においては年金資産見込額

が退職給付債務見込額に未認識

過去勤務債務及び未認識数理計

算上の差異を加減した金額を超

過しており、その差額は前払年

金費用として計上しておりま

す。 

 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（13年）にて定額

法により按分した額を費用処理

しております。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定年数（13年）による定額法に

より按分した額を発生の翌連結

会計年度から費用処理しており

ます。 

  

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産に基

づき計上しております。ただ

し、当連結会計年度末において

は年金資産見込額が退職給付債

務見込額に未認識過去勤務債務

及び未認識数理計算上の差異を

加減した金額を超過しており、

その差額は前払年金費用として

計上しております。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定年数（13年）による定額法に

より按分した額を発生の翌連結

会計年度から費用処理しており

ます。 

 なお、当社の適格年金制度に

ついては、当連結会計年度にお

いてキャッシュバランスプラン

（市場金利連動型年金）へ移行

する決定をし、平成16年10月1

日から施行しております。当該

移行により、過去勤務債務（債

務の減額）が884百万円発生し

ております。この過去勤務債務

は従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（13年）にて定

額法により按分した額を費用処

理しております。 



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 

  ④ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 

  中間連結財務諸表提出会社に

ついては、役員の退職慰労金の

支出に備えるため、内規による

中間連結会計期間末要支給額を

計上しております。 

同左  連結財務諸表提出会社につい

ては、役員退職慰労金の支出に

備えるため、内規による期末要

支給額を計上しております。 

(4）重要な外貨建資産及び

負債の本邦通貨への換算

基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間連

結会計期間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。な

お、在外子会社等の資産及び負

債、収益及び費用は、中間連結会

計期間末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は資本の

部における為替換算調整勘定に含

めております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、連結会

計年度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。なお、在

外子会社等の資産及び負債、収益

及び費用は、連結会計年度末日の

直物為替相場により円貨に換算

し、在外子会社の資本の部の換算

により生じる換算差額は資本の部

における為替換算調整勘定に含め

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。 

同左 同左 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 為替予約が付されている外貨

建金銭債権債務等については振

当処理を行っております。 

同左 同左 

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

  ヘッジ手段…為替予約取引 ヘッジ手段…同左 ヘッジ手段…同左 

  ヘッジ対象…外貨建金銭債権債

務 

ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左 

  ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

   為替レートの変動により収

益・費用又は外貨建資産・負債

の価値が変動するリスクをヘッ

ジする目的で先物為替予約等の

外国為替関連のデリバティブ取

引を実行しております。これら

の取引は、全て主管部署を財務

部とした社内規定に則して実行

されており、規定に記載されて

いないトレーディング目的の投

機的なデリバティブ取引の利用

は行っておりません。 

同左 同左 



  

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 

  

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 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 ④ ヘッジの有効性評価の方法 ④ ヘッジの有効性評価の方法 

   ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動との間に高い

水準で相殺がおこなわれたかど

うかの評価を半期に一度以上行

っております。 

同左 同左 

(7）消費税等の会計処理に

ついて 

 中間連結財務諸表提出会社及び

国内連結子会社の消費税及び地方

消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

同左  連結財務諸表提出会社及び国内

連結子会社の消費税及び地方消費

税の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

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

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金及び容易に

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。 

同左  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。 

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。  

 なお、当社グループは、事業の区

分をもとに、概ね独立したキャッシ

ュ・フローを生み出す最小の単位と

して、主に事業所を単位としてグル

ーピングを行っております。 

―――――― 



表示方法の変更 

  

追加情報 

  

  

  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 

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間において営業外収益の「その他」

に含めて表示しておりました「受取配当金」（前中間連

結会計期間14百万円）については、営業外収益総額の

100分の10超となったため、当中間連結会計期間より区

分掲記しております。 

 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「売

上割引」（当中間連結会計期間3百万円）は、営業外費

用の総額の100分の10以下となったため、営業外費用の

「その他」に含めて表示しております。 

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 

（法人事業税における外形標準課税

部分の連結損益計算書上の表示方

法） 

 実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当中間連結会計期間から同実

務対応報告に基づき、法人事業税の

付加価値割及び資本割46百万円を販

売費及び一般管理費として処理して

おります。 

―――――― （法人事業税における外形標準課税

部分の連結損益計算書上の表示方

法） 

 実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当連結会計年度から同実務対

応報告に基づき、法人事業税の付加

価値割及び資本割92百万円を販売費

及び一般管理費として処理しており

ます。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

（中間連結損益計算書関係） 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
  

  次へ 

項目 
前中間連結会計期間末 
平成16年９月30日現在 

当中間連結会計期間末
平成17年９月30日現在 

前連結会計年度末 
平成17年３月31日現在 

※１ 有形固定資産の減

価償却累計額 
4,716百万円 4,800百万円 4,741百万円 

２ 偶発債務       

 (1) 銀行借入に対す

る支払保証 

※ 従業員の住宅取得資金借入に

ついての金融機関への債務保証

のうち住宅資金貸付保険が付保

されているものについては、将

来において実損が発生する可能

性がないため、偶発債務から除

外しております。 

三信国際貿易（上海）有限公司 

22百万円(200千米ドル)

従業員※ 95百万円 

 計 117百万円 

※１ 当中間連結会計期間より、

経営指導念書の差入に変更し

ております。 

※２ 従業員の住宅取得資金借入

についての金融機関への債務

保証のうち住宅資金貸付保険

が付保されているものについ

ては、将来において実損が発

生する可能性がないため、偶

発債務から除外しておりま

す。 

三信国際貿易(上海)有限公司※1 

 84百万円(750千米ドル)

従業員※２ 90百万円

 計 175百万円

※ 従業員の住宅取得資金借入につ

いての金融機関への債務保証のう

ち住宅資金貸付保険が付保されて

いるものについては、将来におい

て実損が発生する可能性がないた

め、偶発債務から除外しておりま

す。 

  

三信国際貿易（上海）有限公司 

 75百万円(700千米ドル)

従業員※ 90百万円

 計 165百万円

(2）輸出手形割引高 
  

  
（6,785千米ドル） 754百万円 （1,106千米ドル） 125百万円 （1,081千米ドル） 115百万円

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 固定資産売却益の

内訳 

  

  
工具器具及び備品 0百万円

  
  － 車両運搬具 

工具器具及び備品 

         

1百万円

0百万円

1百万円

※２ 固定資産売却損の

内訳 

  

  
  － 工具器具及び備品 0百万円

土地 49百万円

  49百万円

  
工具器具及び備品 0百万円

※３ 固定資産除却損の

内訳 

  

  
工具器具及び備品 5百万円

  

建物及び構築物    

工具器具及び備品 

  

3百万円

1百万円

4百万円

工具器具及び備品 8百万円

無形固定資産（ソフト

ウェア） 

0百万円

  8百万円

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 現金及び現金同等

物の中間期末（期

末）残高と中間連結

貸借対照表（連結貸

借対照表）に掲記さ

れている科目の金額

との関係 

  

  

現金及び預金勘定 3,355百万円

現金及び現金同等物 3,355百万円
  

現金及び預金勘定 3,372百万円

現金及び現金同等物 3,372百万円
  

現金及び預金勘定 4,132百万円

現金及び現金同等物 4,132百万円



（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 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間連結会計期間末残高

相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間連結会計期間末残高

相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び連結会計年度末残高相当

額 

  
建物及
び構築
物 

  工具器
具及び
備品 

  

合計 

  (百万円)   (百万円)   (百万円)

取得価額
相当額 

53 
  

334 
  

388

減価償却
累計額相
当額 

19 
  

156 
  

176

中間連結
会計期間
末残高相
当額 

34 

  

177 

  

211

  
建物及
び構築
物 

工具器
具及び
備品 

合計

  (百万円) (百万円) (百万円)

取得価額
相当額 

59 309 369

減価償却
累計額相
当額 

27 165 193

中間連結
会計期間
末残高相
当額 

32 143 176

建物及
び構築
物 

 工具器
具及び
備品 

  

合計

(百万円)  (百万円)   (百万円)

取得価額
相当額 

59
 

334 
  

394

減価償却
累計額相
当額 

23
 

188 
  

212

連結会計
年度末残
高相当額 

36

 

145 

  

181

② 未経過リース料中間連結会計期間末残高

相当額 

② 未経過リース料中間連結会計期間末残高

相当額 

② 未経過リース料連結会計年度末残高相当

額 
  

１年内 68百万円

１年超 145百万円

合計 214百万円

  
１年内 70百万円

１年超 109百万円

合計 179百万円

１年内 66百万円

１年超 118百万円

合計 185百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

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 33百万円

減価償却費相当額 33百万円

支払利息相当額 1百万円

  
支払リース料 36百万円

減価償却費相当額 36百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料 68百万円

減価償却費相当額 69百万円

支払利息相当額 3百万円

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法 

・減価償却費相当額の算定方法 ・減価償却費相当額の算定方法 ・減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 同左 

・利息相当額の算定方法 ・利息相当額の算定方法 ・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、利息法によっており

ます。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

１ 時価のある有価証券 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 通貨関連 

 （注）１ 時価の算定方法 

 先物為替相場に基づいて算出しております。 

２ 「外貨建取引等会計処理基準」に従い外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、注記の対象か

ら除いております。 

  

区分 
前中間連結会計期間 
平成16年９月30日現在 

当中間連結会計期間
平成17年９月30日現在 

前連結会計年度 
平成17年３月31日現在 

その他有価証券 
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） 

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）

取得原価
（百万円）

連結貸借
対照表計
上額 
（百万円） 

差額 
（百万円）

株式 1,151 1,912 760 1,608 2,834 1,226 1,637 2,847 1,209

計 1,151 1,912 760 1,608 2,834 1,226 1,637 2,847 1,209

区分 
前中間連結会計期間 
平成16年９月30日現在 

当中間連結会計期間
平成17年９月30日現在 

前連結会計年度 
平成17年３月31日現在 

その他有価証券 
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
中間連結貸借対照表計上額

（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

①非上場株式 705 129 164 

②非上場債券 40 40 40 

③その他 ― 69 67 

合計 745 239 272 

種類 

前中間連結会計期間 
平成16年９月30日現在 

当中間連結会計期間
平成17年９月30日現在 

前連結会計年度 
平成17年３月31日現在 

契約額
等 

(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損
益 
(百万円) 

契約額
等 

(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損
益 
(百万円) 

契約額
等 

(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損
益 
(百万円) 

為替予約取引          

 売建          

  米ドル 32 32 0 ― ― ― ― ― ― 

 買建          

  米ドル 5 5 △0 ― ― ― 2 2 0 

合計 ― ― 0 ― ― ― ― ― 0 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法は、事業体制（組織）を基本とし、取扱商品、製品区分並びに販売形態等を勘案し、区分しておりま

す。 

２ 各区分の主な製品 

(1）デバイス事業……………集積回路、半導体素子、ディスプレイ、一般電子部品 

(2）ソリューション事業……電子機器 

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（578百万円）の主なものは、中間連結財務諸表提出会

社の企画・総務・経理及び人事等管理部門に係る費用であります。 

  

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） 

 （注）１ 事業区分の方法は、事業体制（組織）を基本とし、取扱商品、製品区分並びに販売形態等を勘案し、区分しておりま

す。 

２ 各区分の主な製品 

(1）デバイス事業……………半導体、ディスプレイ、一般電子部品 

(2）ソリューション事業……電子機器 

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（699百万円）の主なものは、中間連結財務諸表提出会

社の企画・総務・経理及び人事等管理部門に係る費用であります。 

  

  
デバイス事業 
（百万円） 

ソリューショ
ン事業 
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 89,246 6,335 95,581 ― 95,581

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― ― ― ― ―

計 89,246 6,335 95,581 ― 95,581

営業費用 87,011 6,114 93,125 578 93,703

営業利益 2,235 220 2,455 (578) 1,877

  
デバイス事業 
（百万円） 

ソリューショ
ン事業 
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 93,235 5,949 99,185 ― 99,185

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― ― ― ― ―

計 93,235 5,949 99,185 ― 99,185

営業費用 90,943 5,670 96,614 699 97,314

営業利益 2,291 279 2,570 (699) 1,870



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 事業区分の方法は、事業体制（組織）を基本とし、取扱商品、製品区分並びに販売形態等を勘案し、区分しておりま

す。 

２ 各区分の主な製品 

(1）デバイス事業……………半導体、ディスプレイ、一般電子部品 

(2）ソリューション事業……電子機器 

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（1,197百万円）の主なものは、連結財務諸表提出会社

の企画・総務・経理及び人事等管理部門に係る費用であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）アジア…ホンコン、シンガポール、台湾 

(2）北米……米国 

  

  
デバイス事業 
（百万円） 

ソリューショ
ン事業 
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 177,517 13,024 190,541 ― 190,541

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― ― ― ― ―

計 177,517 13,024 190,541 ― 190,541

営業費用 173,104 12,520 185,624 1,197 186,822

営業利益 4,413 503 4,916 (1,197) 3,719

  
日本 

（百万円） 
アジア
（百万円） 

北米
（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 67,435 26,524 1,621 95,581 ― 95,581

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1,705 228 1,067 3,002 (3,002) ―

計 69,141 26,753 2,689 98,583 (3,002) 95,581

営業費用 67,970 26,316 2,588 96,875 (3,171) 93,703

営業利益 1,171 436 100 1,708 169 1,877



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 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）アジア…ホンコン、シンガポール、台湾 

(2）北米……米国 

  

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 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）アジア…ホンコン、シンガポール、台湾 

(2）北米……米国 

  

  

  
日本 

（百万円） 
アジア
（百万円） 

北米
（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 71,273 26,660 1,251 99,185 ― 99,185

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1,416 248 2,404 4,069 (4,069) ―

計 72,689 26,908 3,656 103,254 (4,069) 99,185

営業費用 71,573 26,453 3,464 101,491 (4,177) 97,314

営業利益 1,115 455 191 1,762 107 1,870

  
日本 

（百万円） 
アジア
（百万円） 

北米
（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 136,454 51,399 2,688 190,541 ― 190,541

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

2,365 475 2,210 5,051 (5,051) ―

計 138,819 51,874 4,898 195,592 (5,051) 190,541

営業費用 136,332 51,103 4,745 192,181 (5,359) 186,822

営業利益 2,487 770 153 3,411 307 3,719



【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 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）アジア…ホンコン、シンガポール、台湾、韓国、中国 

(2）北米……米国 

３ 海外売上高は、中間連結財務諸表提出会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。 

  

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 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）アジア…ホンコン、シンガポール、台湾、韓国、中国 

(2）北米……米国 

３ 海外売上高は、中間連結財務諸表提出会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。 

  

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 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）アジア…ホンコン、シンガポール、台湾、韓国、中国 

(2）北米……米国 

３ 海外売上高は、連結財務諸表提出会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 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 32,577 1,676 0 34,254 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 95,581 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

34.1 1.7 0.0 35.8 

  アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 29,047 1,257 5 30,310 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 99,185 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

29.3 1.3 0.0 30.6 

  アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 67,278 2,846 0 70,125 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 190,541 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

35.3 1.5 0.0 36.8 



（１株当たり情報） 

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

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

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株当たり純資産額 1,674.70円 1,733.09円 1,703.60円 

１株当たり中間（当期）純

利益 
32.08円 33.78円 61.70円 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜

在株式がないため記載して

おりません。 

同左 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜

在株式がないため記載して

おりません。 

  
前中間連結会計期間
自 平成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 

中間（当期）純利益（百万円） 1,049 1,104 2,045 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 

 利益処分による役員賞与金（百万円） － － 27 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円） 

1,049 1,104 2,018 

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,714 32,703 32,711 



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日現在 

当中間会計期間末
平成17年９月30日現在 

前事業年度の要約貸借対照表
平成17年３月31日現在 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金   2,096  2,179 2,277  

２ 受取手形   3,640  1,623 2,410  

３ 売掛金   50,472  58,568 51,784  

４ たな卸資産   11,779  10,735 11,824  

５ その他 ※３ 2,085  1,645 2,127  

６ 貸倒引当金   △119  △99 △111  

流動資産合計    69,954 87.6 74,654 88.2  70,312 87.3

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産       

(1)建物 ※１ 2,935  2,811 2,872  

(2)その他 ※１ 2,510  2,403 2,496  

有形固定資産合計   5,446  5,215 5,369  

２ 無形固定資産   246  255 288  

３ 投資その他の資産       

(1)投資その他の資
産 

  4,268  4,595 4,665  

(2)貸倒引当金   △75  △64 △73  

投資その他の資産
合計 

  4,193  4,530 4,592  

固定資産合計    9,886 12.4 10,001 11.8  10,250 12.7

資産合計    79,840 100.0 84,655 100.0  80,562 100.0

        



  

  

    
前中間会計期間末 
平成16年９月30日現在 

当中間会計期間末
平成17年９月30日現在 

前事業年度の要約貸借対照表
平成17年３月31日現在 

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   510  264 395  

２ 買掛金   14,934  18,965 15,402  

３ 短期借入金   8,000  7,100 7,100  

４ 一年以内返済予定
長期借入金 

  －  2,500 －  

５ 未払法人税等   663  725 768  

６ 引当金   620  640 620  

７ その他 ※３ 786  1,039 902  

流動負債合計    25,515 32.0 31,235 36.9  25,189 31.3

Ⅱ 固定負債       

１ 長期借入金   2,500  － 2,500  

２ 引当金   227  194 243  

３ その他   182  365 354  

 固定負債合計    2,910 3.6 560 0.7  3,098 3.8

負債合計    28,425 35.6 31,796 37.6  28,287 35.1

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    14,811 18.6 14,811 17.5  14,811 18.4

Ⅱ 資本剰余金       

資本準備金   15,329  15,329 15,329  

資本剰余金合計    15,329 19.2 15,329 18.1  15,329 19.0

Ⅲ 利益剰余金       

１ 利益準備金   670  670 670  

２ 任意積立金   19,280  19,280 19,280  

３ 中間（当期）未処
分利益 

  1,246  2,406 1,843  

利益剰余金合計    21,197 26.5 22,357 26.4  21,794 27.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   511 0.6 806 0.9  778 1.0

Ⅴ 自己株式    △435 △0.5 △446 △0.5  △439 △0.5

資本合計    51,415 64.4 52,859 62.4  52,274 64.9

負債資本合計    79,840 100.0 84,655 100.0  80,562 100.0

        



②【中間損益計算書】 

  

  

  次へ 

    
前中間会計期間 

自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

当中間会計期間
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

前事業年度の要約損益計算書
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    68,815 100.0 72,611 100.0  138,516 100.0

Ⅱ 売上原価    63,651 92.5 67,568 93.1  128,341 92.7

売上総利益    5,163 7.5 5,043 6.9  10,174 7.3

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   3,857 5.6 3,882 5.3  7,647 5.5

営業利益    1,305 1.9 1,161 1.6  2,527 1.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  449 0.7 605 0.8  646 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  37 0.1 46 0.0  76 0.1

経常利益    1,717 2.5 1,719 2.4  3,096 2.2

Ⅵ 特別利益    4 0.0 103 0.1  14 0.0

Ⅶ 特別損失    14 0.0 90 0.1  14 0.0

税引前中間（当
期）純利益 

   1,708 2.5 1,732 2.4  3,096 2.2

法人税、住民税及
び事業税 

  623  683
  

1,262  

法人税等調整額   91 714 1.1 66 750 1.0 47 1,309 0.9

中間（当期）純利
益 

   993 1.4 982 1.4  1,787 1.3

前期繰越利益    253 1,424  253 

中間配当額    － －  196 

中間（当期）未処
分利益 

   1,246 2,406  1,843 

        



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 (1）有価証券 (1）有価証券 

① 子会社株式 ① 子会社株式 ① 子会社株式 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

  ② その他有価証券 ② その他有価証券 ② その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算末日の市場価

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） 

同左 決算末日の市場価格等

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 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

同左 同左 

  (2）デリバティブ取引により生じ

る正味の債権（及び債務） 

(2）デリバティブ取引により生じ

る正味の債権（及び債務） 

(2）デリバティブ取引により生じ

る正味の債権（及び債務） 

  時価法 同左 同左 

  (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

  ① 商品 ① 商品 ① 商品 

  移動平均法による低価法 同左 同左 

  ② 未成工事支出金 ② 未成工事支出金 ② 未成工事支出金 

  個別法による原価法 同左 同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、建物（建物附属設備

を除く）については、定額法に

よっております。 

 なお、主な耐用年数は、建物

９年～45年、その他４年～50年

であります。 

同左 同左 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は、自社

利用のソフトウェア５年であり

ます。 

同左 同左 

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

   債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率等を勘案して必要額

を、貸倒懸念債権及び破産更生

債権については個別に回収可能

性を勘案した回収不能見込額を

計上しております。 

同左 同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備える

ため、下期支給見込額を引当て

ております。 

同左  従業員の賞与の支給に備える

ため、次期支給見込額のうち当

期負担分を引当てております。 



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 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期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。ただし、当

中間期末においては年金資産見

込額が退職給付債務見込額から

未認識数理計算上の差異を控除

した金額を超過しており、その

差額は前払年金費用として計上

しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度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（13年）による定額法により

按分した額を発生の翌事業年度

から費用処理しております。 

 なお、当社の適格年金制度に

ついては、当中間期においてキ

ャッシュバランスプラン（市場

金利連動型年金）へ移行する決

定をし、平成16年10月から施行

しております。当該移行によ

り、過去勤務債務（債務の減

額）が884百万円発生しており

ます。この過去勤務債務は従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（13年）にて定額法に

より按分した額を費用処理して

おります。 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務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。ただし、当

中間期末においては年金資産見

込額が退職給付債務見込額に未

認識過去勤務債務及び未認識数

理計算上の差異を加減した金額

を超過しており、その差額は前

払年金費用として計上しており

ます。 

 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（13年）にて定額

法により按分した額を費用処理

しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度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（13年）による定額法により

按分した額を発生の翌事業年度

から費用処理しております。 

  

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産に基づき計上し

ております。ただし、当期末に

おいては年金資産見込額が退職

給付債務見込額に未認識過去勤

務債務及び未認識数理計算上の

差異を加減した金額を超過して

おり、その差額は前払年金費用

として計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度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（13年）による定額法により

按分した額を発生の翌事業年度

から費用処理しております。 

なお、当社の適格年金制度に

ついては、当期においてキャッ

シュバランスプラン（市場金利

連動型年金）へ移行する決定を

し、平成16年10月1日から施行

しております。当該移行によ

り、過去勤務債務（債務の減

額）が884百万円発生しており

ます。この過去勤務債務は従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（13年）にて定額法に

より按分した額を費用処理して

おります。 

  (4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労金の支出に備え

るため、内規による中間期末要

支給額を計上しております。 

同左  役員退職慰労金の支出に備え

るため、内規による期末要支給

額を計上しております。 

４ 外貨建資産及び負債の本

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、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。 

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 



  

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 

６ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

   為替予約が付されている外貨

建金銭債権債務等については振

当処理を行っております。 

同左 同左 

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

  ヘッジ手段 ヘッジ手段 ヘッジ手段 

  …為替予約取引 …同左 …同左 

  ヘッジ対象 ヘッジ対象 ヘッジ対象 

  …外貨建金銭債権債務 …同左 …同左 

  ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

   為替レートの変動により収

益・費用又は外貨建資産・負債

の価値が変動するリスクをヘッ

ジする目的で先物為替予約によ

る外国為替関連のデリバティブ

取引を実行しております。これ

らの取引は、全て主管部署を財

務部とした社内規定に則して実

行されており、規定に記載され

ていないトレーディング目的の

投機的なデリバティブ取引の利

用は行っておりません。 

同左 同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 ④ ヘッジの有効性評価の方法 ④ ヘッジの有効性評価の方法 

   ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動との間に高い

水準で相殺がおこなわれたかど

うかの評価を半期に一度以上行

っております。 

同左 同左 

７ その他の中間財務諸表

（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  消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

同左 同左 



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 

  

  

  次へ 

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。 

 なお、当社は、事業の区分をもと

に、概ね独立したキャッシュ・フロ

ーを生み出す最小の単位として、主

に事業所を単位として資産のグルー

ピングを行っております。 

  

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 

（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方法） 

────── （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方法） 

 実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当中間会計期間から同実務対

応報告に基づき、法人事業税の付加

価値割及び資本割46百万円を販売費

及び一般管理費として処理しており

ます。 

   実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当事業年度から同実務対応報

告に基づき、法人事業税の付加価値

割及び資本割92百万円を販売費及び

一般管理費として処理しておりま

す。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

（中間損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

項目 
前中間会計期間末 
平成16年９月30日現在 

当中間会計期間末
平成17年９月30日現在 

前事業年度末 
平成17年３月31日現在 

※１ 有形固定資産減価償却

累計額 
4,385百万円 4,455百万円 4,414百万円 

２ 偶発債務       

   銀行借入に対する支

払保証 

※ 従業員の住宅取得資金借入

についての金融機関への債務

保証のうち住宅資金貸付保険

が付保されているものについ

ては、将来において実損が発

生する可能性がないため、偶

発債務から除外しておりま

す。 

三信国際貿易（上海）有限公司 

22百万円(200千米ドル)

従業員※ 95百万円

 計 117百万円

※１ 当中間会計期間より、経

営指導念書の差入に変更し

ております。 

※２ 従業員の住宅取得資金借

入についての金融機関への

債務保証のうち住宅資金貸

付保険が付保されているも

のについては、将来におい

て実損が発生する可能性が

ないため、偶発債務から除

外しております。 

三信国際貿易(上海)有限公司※１

84百万円(750千米ドル)

従業員※２ 90百万円

 計 175百万円

※ 従業員の住宅取得資金借入

についての金融機関への債務

保証のうち住宅資金貸付保険

が付保されているものについ

ては、将来において実損が発

生する可能性がないため、偶

発債務から除外しておりま

す。 

  

三信国際貿易（上海）有限公司 

75百万円(700千米ドル)

従業員※ 90百万円

 計 165百万円

※３ 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、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

────── 

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 

※１ 営業外収益の主要項

目 

   

受取利息 1百万円 2百万円 3百万円 

受取配当金 242百万円 322百万円 250百万円 

経営指導料 146百万円 148百万円 285百万円 

※２ 営業外費用の主要項

目 

   

支払利息 27百万円 22百万円 54百万円 

３ 減価償却実施額    

有形固定資産 90百万円 81百万円 185百万円 

無形固定資産 42百万円 53百万円 90百万円 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

当中間会計期間
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 
  

  
  
建物 

  工具器具
及び備品 

  
合計 

    (百万円)  (百万円)  (百万円)

取得価額
相当額 

  
53
  

334
  

388

減価償却
累計額相
当額 

  
19
  

156
  

176

中間期末
残高相当
額 

  
34
  

177
  

211

  

  
  
建物

工具器具
及び備品

合計

    (百万円) (百万円) (百万円)

取得価額
相当額 

  
59 309 369

減価償却
累計額相
当額 

  
27 165 193

中間期末
残高相当
額 

  
32 143 176

建物
工具器具
及び備品 

  
合計 

(百万円) (百万円)  (百万円)

取得価額
相当額 

59 334
  

394

減価償却
累計額相
当額 

23 188
  

212

期末残高
相当額 

36 145
  

181

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 
  
１年内 68百万円

１年超 145百万円

合計 214百万円

  
１年内 70百万円

１年超 109百万円

合計 179百万円

１年内 66百万円

１年超 118百万円

合計 185百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

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 33百万円

減価償却費相当
額 

33百万円

支払利息相当額 1百万円

  
支払リース料 36百万円

減価償却費相当
額 

36百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料 68百万円

減価償却費相当
額 

69百万円

支払利息相当額 3百万円

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 ・減価償却費相当額の算定方法 ・減価償却費相当額の算定方法 

…リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

同左 同左 

・利息相当額の算定方法 ・利息相当額の算定方法 ・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配当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 

  

   （１株当たり情報） 

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

  

  

  
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株当たり純資産額 1,571.78円 1,616.53円 1,597.51円 

１株当たり中間（当期）純利益 30.36円 30.05円 53.80円 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益 

  

  

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜

在株式がないため記載して

おりません。 

同左 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜

在株式がないため記載して

おりません。 

  
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（百万円） 993 982 1,787 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 

 利益処分による役員賞与金 

  

－ 

  

－ 

  

27 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 

  

993 

  

982 

  

1,760 

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,714 32,703 32,711 



(2）【その他】 

 平成17年11月16日開催の取締役会において、第55期（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）中間配当（商法第293

条ノ５に基づく金銭の分配）を次のとおり行うことを決議いたしました。 

中間配当金の総額         261百万円 

１株当たりの中間配当金       8円00銭 

中間配当金支払開始日    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おります。 

  

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第54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30日 

                                   関東財務局長に提出 

  

(2)自己株券買付状況報告書                       平成17年４月８日 

                                   平成17年５月10日 

                                   平成17年６月６日 

                                   平成17年７月７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22日 

三信電気株式会社       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 久保 伸介  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 松本 実   印 

 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」に掲げられている三

信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、三信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 

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

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書  

      平成17年12月21日 

三信電気株式会社       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 松岡 幸秀  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 松本 実   印 

 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」に掲げられている三

信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、三信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 

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

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書  

      平成16年12月22日 

三信電気株式会社       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 久保 伸介  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 松本 実   印 

 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」に掲げられている三

信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54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、三信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 

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

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書  

      平成17年12月21日 

三信電気株式会社       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 松岡 幸秀  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 松本 実   印 

 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」に掲げられている三

信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55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、三信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 

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

会社）が別途保管しております。 
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