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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)純利益の金額については、第101期中及び第102期は中間(当期)純損失であるため記

載しておりません。 

３ 当社及び一部の連結子会社は、決算期を３月31日から12月31日に変更いたしました。従って、第102期は平成17年４月１

日から平成17年12月31日までの９ヵ月決算となっており、半期報告書を作成しておりません。 

４ 第103期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

５ 第103期中から、改正後の「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 最終改正平成18年１月31

日 企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 最終改正

平成18年１月31日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

  

回次 第101期中 第102期中 第103期中 第101期 第102期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  12月31日 

売上高 (百万円) 5,633 ― 8,768 16,046 10,574 

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △692 ― 315 101 △834 

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(百万円) △560 ― 232 59 △801 

純資産額 (百万円) 6,916 ― 7,203 7,557 6,963 

総資産額 (百万円) 14,229 ― 14,747 18,204 15,666 

１株当たり純資産額 (円) 846.78 ― 863.69 928.93 860.31 

１株当たり中間(当期)純
利益又は１株当たり中間
(当期)純損失(△) 

(円) △68.42 ― 28.42 6.49 △98.80 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

(円) ― ― 28.39 6.48 ― 

自己資本比率 (％) 48.6 ― 48.0 41.5 44.4 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △196 ― 590 △1,355 959 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △26 ― △230 96 △216 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △963 ― △731 1,223 △1,589 

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 876 ― 809 2,023 1,182 

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(人) 
888 
[76] 

―
889
[89]

893 
[82] 

884
[78]



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益又は１株当たり中間（当期）純損失」及び「潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

３ 平成17年６月29日開催の第101期定時株主総会決議により、決算期を３月31日から12月31日に変更いたしました。従っ

て、第102期は平成17年４月１日から平成17年12月31日までの９ヵ月決算となっており、半期報告書を作成しておりませ

ん。 

４ 第103期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第101期中 第102期中 第103期中 第101期 第102期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  12月31日 

売上高 (百万円) 3,917 ― 6,490 12,301 7,245 

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △398 ― 326 249 △603 

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(百万円) △319 ― 228 206 △441 

資本金 (百万円) 2,323 ― 2,323 2,323 2,323 

発行済株式総数 (千株) 9,195 ― 9,195 9,195 9,195 

純資産額 (百万円) 7,346 ― 7,819 7,913 7,703 

総資産額 (百万円) 13,040 ― 13,843 17,376 14,846 

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― 5.00 10.00 7.50 

自己資本比率 (％) 56.3 ― 56.5 45.5 51.9 

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(人) 
384 
[13] 

―
461
[35]

376 
[11] 

453
[37]



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ついて、重要

な変更はありません。 

なお、平成18年４月に事業の種類別セグメントの「その他」の分野において、（高分子／液晶）複合膜フィルム等

に関する事業を行う「正興オプトロニクスカンパニー」、蓄電システムに関する事業を行う「正興パワーエレクトロ

ニクスカンパニー」を社内カンパニーとして設立いたしました。 

  

３ 【関係会社の状況】 

(1) 新規 

平成18年６月中国北京市に、当社グループの中国市場における販売拠点として、北京正興聯合電機有限公司を設

立いたしました。なお、資本金の払込は平成18年７月に行っております。 

(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社ではありません。 

  

(2) その他 

アジアソリューションフィリピン，INC．は、平成18年７月19日付で、正興ITソリューションフィリピン，INC．に

商号を変更いたしました。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年６月30日現在 

(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数欄の[外書]は、臨時従業員の当中間連結会計期間における平均雇用人員であります。 

  

名称 住所
資本金又は
出資金 

主要な事業の
内容 

議決権の所
有割合
（％） 

関係内容 

北京正興聯合電機有限公司 中国北京市 

百万中国元

５ 

  

電力システム 

社会システム 

その他 

100.0 

電気、機械・電子関連製品の

エンジニアリング及び販売 

役員の兼任等…有 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

電力システム 160 [７] 

社会システム 353 [26] 

情報システム 91 [―] 

その他 239 [54] 

全社(共通) 46 [２] 

合計 889 [89] 



(2) 提出会社の状況 

平成18年６月30日現在 

(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数欄の[外書]は、臨時従業員の当中間会計期間における平均雇用人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

従業員数(人) 461 [35] 



第２ 【事業の状況】 

 当社グループは、前連結会計年度において決算期を３月31日から12月31日に変更いたしました。従って、前連結会

計年度は、平成17年４月１日から平成17年12月31日までの９ヵ月決算となっており、半期報告書を作成しておりませ

ん。このため、前中間連結会計期間との比較表示を行っておりません。 

  

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、堅調な米国経済や力強く拡大を続けている中国経済の影響を受け、

輸出や生産は増加傾向を続けており、企業収益が高水準を維持する中で、設備投資も引き続き増加いたしました。ま

た、個人消費においても明るい兆しが見え始めるなど、国内景気は緩やかながら回復基調で推移いたしました。 

 しかしながら、電機業界におきましては、国内の電力設備投資は立ち上がりが遅く、公共投資についても抑制が続

いており、産業会社向けにおきましては、民間設備投資のすそ野が広がり、省エネルギーや環境対策に向けた設備投

資が順調に推移するものと期待されていますが、依然として厳しい価格競争が続いております。 

 このような状況のもとで、当社グループは国際的に飛躍する企業を実現するために新中期３ヵ年経営計画（NEW

SEIKO IC 2008）を策定し、「インターナショナルカンパニーを目指して、新たなる挑戦と発展」と題して、今年度

を初年度とした新しい経営目標に取り組んでまいりました。 

 その結果、受注高は9,234百万円、売上高は8,768百万円となりました。利益につきましては、高付加価値製品への

取り組み及びコストダウンを図ってまいりました結果、経常利益は315百万円、中間純利益は232百万円となりまし

た。 

 事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

  

（電力システム事業） 

 電力システム事業につきましては、新規設備投資が抑制される中で、リプレース市場への取り組み強化及び海外市

場への取り組み強化を行ってまいりました結果、受注高は1,911百万円、売上高は 2,281百万円となりました。 

  

（社会システム事業） 

 社会システム事業につきましては、首都圏への強力なビジネス展開の推進と海外市場拡大への取り組みを行ってま

いりました結果、受注高は5,037百万円、売上高は3,942百万円となりました。 

  

（情報システム事業） 

 情報システム事業につきましては、事業構図の改革とサービス事業分野への拡大取り組みを行ってまいりました結

果、受注高は805百万円、売上高は 946百万円となりました。 

  

（その他事業） 

 その他事業につきましては、メカトロ・制御機器事業における海外市場及び新製品への取り組みや商事・サービス

事業において市場の拡大を図ってまいりました結果、受注高は1,480百万円、売上高は1,597百万円となりました。 

  

(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キャッシュ・フローの状況は、売上債権の減少等により営業活動によるキャッシュ・

フローは増加したものの、短期借入金を返済したこと等により財務活動によるキャッシュ・フローが減少し、当中間



連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ373百万円減少し、809百

万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果増加した資金は、590百万円となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益を315百万円計上

したことと、売上債権の減少299百万円によるキャッシュ・フローの増加があったことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果減少した資金は、230百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得に221百万円支出した

こと等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は、731百万円となりました。これは、主に資金効率向上のため、短期借入金を740百

万円返済したことによるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

前連結会計年度は、決算期変更に伴う９ヵ月決算となっており半期報告書を作成しておりませんので、前中間連結

会計期間との比較表示を行っておりません。 

(1) 生産実績 

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

(注) １ 金額は、販売価格によっており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(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の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(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。 
  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 

電力システム 2,192 

社会システム 3,918 

情報システム 877 

その他 1,679 

合計 8,667 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円) 

電力システム 1,911 682 

社会システム 5,037 4,581 

情報システム 805 331 

その他 1,480 545 

合計 9,234 6,142 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 

電力システム 2,281 

社会システム 3,942 

情報システム 946 

その他 1,597 

合計 8,768 



(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
  

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

 当社グループはそれぞれの事業セグメントにおいて「強い正興ブランドづくり」を目指し、首都圏を中心としたマ

ーケット展開、新事業及び海外事業の更なる推進を図ってまいります。 

 また、平成18年度は、新中期３ヵ年経営計画（NEW SEIKO IC 2008）の初年度として、『インターナショナルカ

ンパニーを目指して、新たなる挑戦と発展』をスローガンとし３つの経営重点課題である 

①強い正興ブランドづくり 

②活力ある人材づくり 

③経営基盤の構築 

を実践し、成果を確実に実現するとともにインターナショナルカンパニーを目指す企業の基盤づくりとして充分な事

業成果をあげるよう努めてまいります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、長年培ってきた制御技術をベースに、新しい情報技術を融合させ、急速

に変化するマーケットニーズに応じた独創的な新製品・新システムの早期開発に努めております。 

 また、お客様や、大学等との共同研究など社外と連携した研究開発を積極的に推進し新分野製品の開発を推進して

おります。 

 当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は、126百万円であります。 

  

(1) 電力システム 

 電力システム事業関連では、業務効率化・設備保全業務の高度化及び省力化、さらに環境に優しいをキーワードと

した新製品・新技術の開発を行っております。 

 主な取組みテーマは、配電線用「センサー付開閉器塔の開発」、情報伝送装置のリプレース対応「情報中継処理装

置」、環境への対応として「ガスレス開閉器塔の開発」等であります。 

 当事業に係る研究開発費は、43百万円であります。 

  

(2) 社会システム 

 社会システム事業関連では、昨年度末に開発した製品を顧客に納入して実績を作ると共に、新規開発及び改良を実

施しております。 

 主な取組みテーマは、水処理オペレーションサポート分野では自社ブランド通信装置の「iテレメータ」、エネルギ

ーソリューション分野では「Web監視（ウェブ技術を利用した監視システム）」、水質保全ソリューション分野では

「水質監視装置（生物センサー）」の海外向け製品、業務サービス分野ではポイントシステム用として「Felicaリー

相手先 
当中間連結会計期間 

販売高(百万円) 割合(％) 

九州電力㈱ 1,614 18.4 

㈱日立製作所 1,001 11.4 



ダ（非接触ICカード読取装置）」等を開発し成果を上げております。 

 その他、NEDOとの共同研究事業として「太陽光発電新技術等フィールドテスト事業」に採用され古賀事業所内にて

事業を推進しております。 

 当事業に係わる研究開発費は、7百万円であります。 

  

(3) その他 

 その他の事業では新規事業の研究開発として、オプトロニクス（光応用）分野とパワーエレクトロニクス分野の技

術開発・製品開発を行っております。 

 オプトロニクス分野では、「（高分子／液晶）複合膜を使ったフイルムディスプレー」及び「可変波長レーザー」

を開発し販売を開始しております。 

 パワーエレクトロニクス分野では、インバーター技術を応用した「家庭用蓄電システム」を開発し販売を開始して

おります。 

 また、機器及びメカトロニクス分野では、盤用機器とプリント基板製造に係る装置を中心に、顧客ニーズに応じた

次世代の製品開発を行っております。 

 主な取組みテーマは、「デジタル型漏電リレー」、「新型補助スイッチ」、「薄板プリント基板研磨装置」、「マ

ルチリレー」等であります。 

 当事業に係る研究開発費は、75百万円であります。 

  



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】 

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】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

新株予約権 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 36,000,000 

計 36,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年６月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年９月27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 9,195,150 9,195,150 福岡証券取引所 ― 

計 9,195,150 9,195,150 ― ― 

株主総会の特別決議日(平成16年６月29日) 

  
中間会計期間末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末残高 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) 121 (注)１ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 121,000 (注)２ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 742 (注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年７月１日～
平成19年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

新株の発行に代えて、当社の有す
る自己株式を代用する。 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは取締
役会の承認を要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる

調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

  また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは

吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

３ 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切り上げる。 

  また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を

発行する場合は除く。)は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株

式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」と読み

替えるものとする。 

  さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が新設分割もし

くは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

４ 新株予約権行使の条件 

(1)割当対象者は、新株予約権行使時まで当社の取締役、監査役、執行役員、使用人もしくは当社子会社の取締役、使用人

であること。 

(2)任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合は、その地位を喪失した日から起算して１年間(行使期間

が喪失日以降１年未満のときは、行使期間の残存期間)に限り権利を行使できる。 

(3)新株予約権の譲渡、質入その他の処分はできない。 

(4)その他の条件については、本株主総会および取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権

割当契約」に定めるところによる。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

  

 

調整後 
払込金額 

  
  
＝ 

  

 

調整前 
払込金額 

  
  
× 

既発行株式数 ＋ 
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数   

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18年６月30日 ― 9,195 ― 2,323 ― 1,603 



(4) 【大株主の状況】 

平成18年６月30日現在 

(注) 上記のほか当社保有の自己株式1,001,861株(10.89％)があります。 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年６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(％) 

九州電力株式会社 福岡市中央区渡辺通２丁目１番82号 1,335 14.52 

株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 1,254 13.63 

西日本鉄道株式会社 福岡市中央区天神１丁目11番17号 871 9.47 

株式会社九電工 福岡市南区那の川１丁目23番35号 476 5.18 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(三井アセット信託
銀行再信託分・西部瓦斯株式会
社退職給付信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 425 4.62

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神２丁目13番１号 398 4.33 

土屋次子 福岡市中央区 358 3.90 

株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前３丁目１番１号 353 3.84 

土屋直知 福岡市中央区 196 2.13 

土屋達雄 福岡市中央区 163 1.77 

計 ― 5,833 63.43 

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1,001,000 

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式8,087,000 8,087 ― 

単元未満株式 普通株式  107,150 ― 一単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 9,195,150 ― ― 

総株主の議決権 ― 8,087 ― 



② 【自己株式等】 

平成18年６月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動は次の通りでありま

す。 

(1)新任役員 

  

(2)退任役員 

  

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) 
株式会社正興電機製作所 

福岡市博多区東光２丁目
７番25号 

1,001,000 ― 1,001,000 10.88 

計 ― 1,001,000 ― 1,001,000 10.88 

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高(円) 720 714 720 920 920 920 

最低(円) 700 690 700 720 910 920 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有 
株式数 
(千株) 

就任年月日 

取締役 ― 石 垣 忠 彦 昭和21年１月14日生 

昭和43年４月 ㈱日立製作所入社 

― 平成18年６月29日

平成５年２月 日立ヨーロッパ社副社長 

平成８年２月 日立ホームエレクトロニクス（ヨーロ

ッパ）社社長 

平成11年４月 ㈱日立製作所デジタルメディアグルー

プデジタルメディア統括営業本部長 

平成14年６月 同社営業統括本部国際マーケティング

本部長 

平成15年６月 同社執行役常務マーケット戦略部門長 

平成16年２月 日立ホーム・アンド・ライフ・ソリュ

ーション㈱取締役社長 

平成18年４月 ㈱日立製作所代表執行役執行役専務営

業統括本部長（現任） 

平成18年６月 当社取締役（現任） 

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ― 田 島 卓 也 平成18年６月29日 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

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

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、当中間連結会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、当中間会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づい

て作成しております。 

  

(3) 当社の中間連結財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載して

おりましたが、当中間連結会計期間及び当中間会計期間より百万円単位で記載することに変更いたしました。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日ま

で)の中間連結財務諸表及び当中間会計期間(平成18年１月１日から平成18年６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。 

  

３ 決算期変更について 

平成17年６月29日開催の第101回定時株主総会における定款の一部変更の決議により、決算期を３月31日から12月31

日に変更いたしました。 

なお、前連結会計年度及び前事業年度は平成17年４月１日から平成17年12月31日までの９ヵ月間となっており、半

期報告書を作成していないため、以下に掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及

び中間連結キャッシュ・フロー計算書並びに中間貸借対照表及び中間損益計算書については、前中間連結会計期間及

び前中間会計期間の記載を行っておりません。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

  
当中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年12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
(％) 

(資産の部)               

Ⅰ 流動資産               

１ 現金及び預金     911     1,284   

２ 受取手形及び売掛金 ※３   5,660     5,970   

３ 棚卸資産     1,621     1,746   

４ その他     378     378   

貸倒引当金     △35     △36   

流動資産合計     8,537 57.9   9,343 59.6 

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産 ※1,2             

(1) 建物及び構築物   2,302     2,310     

(2) その他   1,151 3,454 23.4 999 3,310 21.1 

２ 無形固定資産     166 1.1   167 1.1 

３ 投資その他の資産               

(1) 投資有価証券   1,886     2,131     

(2) 繰延税金資産   540     559     

(3) その他   220     212     

貸倒引当金   △57 2,589 17.6 △58 2,845 18.2 

固定資産合計     6,210 42.1   6,322 40.4 

資産合計     14,747 100.0   15,666 100.0 

     



  

  

  
当中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年12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
(％) 

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

１ 支払手形及び買掛金 ※2,3   3,350     3,770   

２ 短期借入金 ※２   1,253     1,994   

３ その他     1,151     1,035   

流動負債合計     5,755 39.0   6,799 43.4 

Ⅱ 固定負債               

１ 退職給付引当金     1,383     1,319   

２ 役員退職慰労引当金     199     187   

３ その他     204     246   

固定負債合計     1,788 12.2   1,753 11.2 

負債合計     7,543 51.2   8,553 54.6 

                

(少数株主持分)               

少数株主持分     ― ―   149 1.0 

                

(資本の部)               

Ⅰ 資本金     ― ―   2,323 14.8 

Ⅱ 資本剰余金     ― ―   1,603 10.2 

Ⅲ 利益剰余金     ― ―   2,976 19.0 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     ― ―   675 4.3 

Ⅴ 為替換算調整勘定     ― ―   2 0.0 

Ⅵ 自己株式     ― ―   △617 △3.9 

資本合計     ― ―   6,963 44.4 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

    ― ―   15,666 100.0 

     



  

  

  
当中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年12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
(％) 

(純資産の部)               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     2,323 15.7   ― ― 

２ 資本剰余金     1,618 11.0   ― ― 

３ 利益剰余金     3,147 21.3   ― ― 

４ 自己株式     △562 △3.8   ― ― 

株主資本合計     6,526 44.2   ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１ その他有価証券 
評価差額金 

    548 3.7   ― ― 

２ 為替換算調整勘定     1 0.0   ― ― 

評価・換算差額等合計     549 3.7   ― ― 

Ⅲ 少数株主持分     127 0.9   ― ― 

純資産合計     7,203 48.8   ― ― 

負債純資産合計     14,747 100.0   ― ― 

     



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

  
当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12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
(％) 

Ⅰ 売上高     8,768 100.0   10,574 100.0 

Ⅱ 売上原価     7,026 80.1   9,146 86.5 

売上総利益     1,742 19.9   1,428 13.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費               

１ 給与及び手当   602     897     

２ 賞与   115     134     

３ 退職給付費用   37     41     

４ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

  23     28     

５ その他   661 1,440 16.5 1,216 2,318 21.9 

営業利益又は 
営業損失(△) 

    302 3.4   △890 △8.4 

Ⅳ 営業外収益               

１ 受取利息   0     0     

２ 受取配当金   12     21     

３ 賃貸料収入   9     13     

４ 為替差益   ─     60     

５ その他   21 42 0.5 20 116 1.1 

Ⅴ 営業外費用               

１ 支払利息   13     18     

２ 為替差損   0     ─     

３ 投資有価証券売却損   ─     0     

４ 固定資産廃棄損   7     11     

５ その他   8 29 0.3 29 60 0.6 

経常利益又は 
経常損失(△) 

    315 3.6   △834 △7.9 

Ⅵ 特別利益               

１ 固定資産売却益 ※１ ─ ─ ─ 72 72 0.6 

Ⅶ 特別損失               

１ 棚卸資産評価損   ─     78     

２ 減損損失 ※２ ─     27     

３ 会員権評価損   ─ ─ ─ 4 110 1.0 

税金等調整前中間純利益
又は税金等調整前当期純
損失(△) 

    315 3.6   △872 △8.3 

法人税、住民税 
及び事業税 

  17     25     

法人税等調整額   86 103 1.2 △92 △67 △0.7 

少数株主損失     19 0.2   3 0.0 

中間純利益又は 
当期純損失(△) 

    232 2.6   △801 △7.6 

     



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

    

前連結会計年度の
連結剰余金計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)

(資本剰余金の部)       

Ⅰ 資本剰余金期首残高     1,525 

Ⅱ 資本剰余金増加高       

１ 連結子会社合併に伴う増加高   78 78 

Ⅲ 資本剰余金期末残高     1,603 

(利益剰余金の部)       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     3,944 

Ⅱ 利益剰余金減少高       

１ 配当金   81   

２ 役員賞与   6   

３ 当期純損失   801   

４ 連結子会社合併に伴う減少高   78 967 

Ⅲ 利益剰余金期末残高     2,976 

      



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

  

  

株主資本 評価・換算差額等 
少数株主 

持分 

純資産 

合計 資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

その他
有価証券
評価 
差額金 

為替
換算 
調整 
勘定 

評価・ 
換算 
差額等 
合計 

平成17年12月31日残高(百万円) 2,323 1,603 2,976 △617 6,285 675 2 678 149 7,113 

中間連結会計期間中の変動額                     

 剰余金の配当     △60   △60         △60 

 役員賞与     △0   △0         △0 

 中間純利益     232   232         232 

 自己株式の取得       △0 △0         △0 

 自己株式の処分   14   56 71         71 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)           △127 △1 △128 △21 △150 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) ─ 14 171 55 241 △127 △1 △128 △21 90 

平成18年６月30日残高(百万円) 2,323 1,618 3,147 △562 6,526 548 1 549 127 7,203 



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記
番号

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 税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前当期純損失(△) 

  315 △872 

２ 減価償却費   121 197 

３ 退職給付引当金の増減額(減少：△)   64 75 

４ 貸倒引当金の増減額(減少：△)   △1 12 

５ 受取利息及び受取配当金   △12 △21 

６ 支払利息   13 18 

７ 売上債権の増減額(増加：△)   299 2,452 

８ 棚卸資産の増減額(増加：△)   123 △83 

９ 仕入債務の増減額(減少：△)   △416 △446 

10 その他   119 △315 

 小計   627 1,017 

11 利息及び配当金の受取額   12 21 

12 利息の支払額   △14 △17 

13 法人税等の支払額   △35 △62 

営業活動によるキャッシュ・フロー   590 959 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

１ 定期預金の預入による支出   △38 △40 

２ 定期預金の払戻による収入   38 38 

３ 有価証券の取得による支出   △11 △16 

４ 有価証券の売却による収入   11 16 

５ 有形固定資産の取得による支出   △221 △167 

６ 有形固定資産の売却による収入   ─ 145 

７ 投資有価証券の取得による支出   △42 △174 

８ 投資有価証券の売却による収入   54 4 

９ その他   △20 △22 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △230 △216 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

１ 短期借入金の純増減額(減少：△)   △740 △1,484 

２ 自己株式の取得による支出   △0 △24 

３ 自己株式の処分による収入   71 ─ 

４ 配当金の支払額   △60 △81 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △731 △1,589 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △1 6 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)   △373 △840 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   1,182 2,023 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高   809 1,182 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

項目 
当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ９社 

連結子会社の名称 

㈱正興C&E 

正興ITソリューション㈱ 

㈱正興商会 

正興コーポレートサービス㈱ 

㈱エーエスピーランド 

㈱エス・キュー・マーケティング 

大連正興電気制御有限公司 

正興エレクトリックアジア(マレーシ

ア)SDN.BHD. 

アジアソリューションフィリピン, 

INC. 

なお、アジアソリューションフィリピ

ン，INC.は、平成18年７月19日付で、

正興ITソリューションフィリピン，

INC.に商号を変更いたしました。 

連結子会社の数 ９社 

連結子会社の名称 

㈱正興C&E 

正興ITソリューション㈱ 

㈱正興商会 

正興コーポレートサービス㈱ 

㈱エーエスピーランド 

㈱エス・キュー・マーケティング 

大連正興電気制御有限公司 

正興エレクトリックアジア(マレーシ

ア)SDN.BHD. 

アジアソリューションフィリピン, 

INC. 

２ 持分法の適用に関する事

項 

関連会社(正興電気建設㈱)は、中間純

損益(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等からみて、持分法

の対象から除いても中間連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外しております。 

関連会社(正興電気建設㈱)は、当期純

損益(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等からみて、持分法

の対象から除いても連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。 

３ 連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項 

全ての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。 

  

  

  

  

  

  

  

全ての連結子会社の決算日は連結決算

日と一致しております。なお、連結子

会社のうち㈱正興Ｃ＆Ｅ、㈱正興商

会、正興コーポレートサービス㈱、㈱

エーエスピーランド、㈱エス・キュ

ー・マーケティングは、連結決算日の

変更に合わせ、当連結会計年度より決

算日を３月から12月に変更したため９

ヵ月決算となっております。 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

①有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

①有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

  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

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期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 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 



  

  

項目 
当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

  ②棚卸資産 

製品、商品、仕掛品 

主として個別法による原価法 

②棚卸資産 

製品、商品、仕掛品 

同左 

  原材料 

主として移動平均法による原価

法 

原材料 

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 

主として建物及び構築物は定額

法、それ以外は定率法によってお

ります。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物及び構築物   20～45年 

機械装置及び運搬具 ４～11年 

工具、器具及び備品 ２～６年 

(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 

同左 

  ②無形固定資産 

定額法によっております。 

②無形固定資産 

同左 

  (3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

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。 

なお、過去勤務債務は、その発生

時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数(15年)による

定額法により、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(15年)による定額法により、

翌連結会計年度より費用処理して

おります。 

②退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

なお、過去勤務債務は、その発生

時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数(15年)による

定額法により、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(15年)による定額法により、

翌連結会計年度より費用処理して

おります。 

  ③役員退職慰労引当金 

役員等の退職慰労金の支払いに備

えるため、主として内規に基づく

要支払額の100％を計上しており

ます。 

③役員退職慰労引当金 

同左 



  

  

項目 
当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

  (4) 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

処理しております。 

なお、在外子会社等の資産及び負

債は、中間連結決算日の直物為替

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、換算差額は純資産の部

における評価・換算差額等の為替

換算調整勘定及び少数株主持分に

含めております。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

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

しております。 

なお、在外子会社等の資産及び負

債は、連結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及

び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。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (6) その他中間連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

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。 

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結(連結)キャッシ

ュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヵ月以内に満期日又は償還日の到来

する、容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資としておりま

す。 

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 

  

  

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

（役員賞与に関する会計基準） 

当中間連結会計期間から「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基

準第４号）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。 

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度から「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」

（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）を適用しております。これによ

り税金等調整前当期純損失が27百万円増加しておりま

す。なお、減損損失累計額については、当該各資産の

金額から直接控除しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号）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。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は7,076百万

円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結

会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規則により作成して

おります。 

  



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) 

  

  

当中間連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度末
(平成17年12月31日) 

１ ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

6,024百万円

１ ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

5,956百万円

２ ※２ 担保資産及び担保付債務 

＜担保資産＞ 

＜担保付債務＞ 

建物 264百万円

土地 11 

合計 276 

買掛金 28百万円

短期借入金 400 

合計 428 

２ ※２ 担保資産及び担保付債務 

＜担保資産＞ 

＜担保付債務＞ 

建物 268百万円

土地 11 

合計 279 

買掛金 28百万円

短期借入金 750 

合計 778 

３ 受取手形裏書譲渡高 

76百万円

３  

────── 

４  

────── 

  

４ ※３連結会計年度末日満期手形の会計処理 

期末日満期手形は手形交換日をもって決済処理して

おります。従って、当連結会計年度末日は、金融機

関の休業日のため、期末日満期手形が次の科目に含

まれております。 

受取手形 84百万円

支払手形 1 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

１  

────── 

１ ※１固定資産売却益は、工場（建物、土地他）の売

却によるものであります。 

２  

────── 

２ ※２減損損失 

当連結会計年度において当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

当社グループは、事業別管理会計区分をグルーピ

ングの単位としております。ただし、将来の使用

が見込まれていない遊休資産については、個別の

資産グループとして取り扱っております。また、

本社等、特定の事業との関連が明確でない資産に

ついては共用資産としております。当連結会計年

度において、帳簿価額に対し著しく時価が下落し

ている遊休資産について、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別

損失に計上しております。 

なお、回収可能価額は、不動産鑑定評価に基づく

正味売却可能価額によっております。 

用途 種類 場所 金額 

遊休 
土地及び 

建物 

福岡県 

古賀市 
25百万円 

遊休 土地 
大分県 

由布市 
２百万円 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式（普通株式）の増加1,080株は単元未満株式の買取による増加であり、減少100,000株は処分による減少でありま

す。 

  

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力が当中間連結会計期間後となるもの 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

株式の種類 前連結会計年度末 
株式数 

当中間連結会計
期間増加株式数 

当中間連結会計
期間減少株式数 

当中間連結会計 
期間末株式数 

普通株式（株） 9,195,150 ─ ─ 9,195,150

株式の種類 前連結会計年度末 
株式数 

当中間連結会計
期間増加株式数 

当中間連結会計
期間減少株式数 

当中間連結会計 
期間末株式数 

普通株式（株） 1,100,781 1,080 100,000 1,001,861

決議 株式の種類
配当金の 
総額 

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日 

平成18年３月29日 

定時株主総会 
普通株式 60百万円 ７円50銭 平成17年12月31日 平成18年３月30日 

決議 株式の 
種類 

配当の 
原資 

配当金の
総額 

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日 

平成18年８月25日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 40百万円 ５円00銭 平成18年６月30日 平成18年９月11日

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 911百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金等 △102 

現金及び現金同等物 809 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,284百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金等 △102 

現金及び現金同等物 1,182 



(リース取引関係) 

  

  

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12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 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 

取得価額相当額の算定は、有形固定資産の中間期末残

高等に占める未経過リース料中間期末残高の割合が低

いため、支払利子込み法によっております。 

  
機械装置 
及び運搬具 
(百万円) 

工具・器具 
・備品他 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

取得価額 
相当額 

15 178 193

減価償却 
累計額 
相当額 

3 90 94

中間期末 
残高相当額 

11 88 99

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

取得価額相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、

支払利子込み法によっております。 

  
機械装置
及び運搬具 
(百万円) 

工具・器具 
・備品他 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

取得価額
相当額 

19 193 213 

減価償却
累計額 
相当額 

6 92 98 

期末残高
相当額 

13 100 114 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

未経過リース料中間期末残高相当額の算定は、有形固

定資産の中間期末残高等に占める未経過リース料中間

期末残高の割合が低いため、支払利子込み法によって

おります。 

１年以内 37百万円

１年超 62 

合計 99 

２ 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割

合が低いため、支払利子込み法によっております。 

１年以内 39百万円

１年超 74 

合計 114 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 21百万円

減価償却費相当額 21 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 34百万円

減価償却費相当額 34 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありませんので、 

項目等の記載は省略しております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

（減損損失について） 

同左 



(有価証券関係) 

当中間連結会計期間末(平成18年６月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

（注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について、減損処理の対象となった銘柄はありませんでし

た。なお、減損にあたっては、中間期末時における時価が、取得原価の30％以上下落したものを「著しく下落した」ものと

しており、原則として50％程度以上下落したものについては、回復する見込がないものとして減損処理を行っております。

また、30％以上50％未満下落したものについては、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

区分 
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) 

その他有価証券       

① 株式 650 1,560 909 

② その他 27 35 8 

計 678 1,596 917 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券   

① 割引金融債 22 

計 22 

(2) その他有価証券   

① 非上場株式 264 

② 非上場の外国投資信託受益証券 25 

計 290 



前連結会計年度末(平成17年12月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、減損処理の対象となった銘柄はありませんでした。

なお、減損にあたっては、期末時における時価が、取得原価の30％以上下落したものを「著しく下落した」ものとしてお

り、原則として50％程度以上下落したものについては、回復する見込がないものとして減損処理を行っております。また、

30％以上50％未満下落したものについては、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。 

  

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) 

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日

至 平成17年12月31日)のいずれにおいてもデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありませ

ん。 

  

区分 
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) 

その他有価証券       

① 株式 659 1,780 1,120 

② その他 27 38 10 

計 687 1,818 1,130 

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券   

① 割引金融債 22 

計 22 

(2) その他有価証券   

① 非上場株式 264 

② 非上場の外国投資信託受益証券 26 

計 290 



(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（１）ストック・オプションの内容 

(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

（２）ストック・オプションの変動状況 

(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

会社名 提出会社 

決議年月日 平成16年６月29日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 
当社従業員 
当社子会社取締役 
当社子会社従業員 

８名 
38名 
14名 
11名 

株式の種類及び付与数（注） 普通株式 121,000株 

付与日 平成16年８月１日 

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成18年７月１日～平成19年６月30日 

権利行使価格 742円 

付与日における公正な評価単価 ─ 

会社名 提出会社 

期首 121,000株 

権利行使 ─ 

失効 ─ 

未行使残 121,000株 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日) 

  

(注) １ 事業区分の方法は、製品の種類、製造方法及び販売市場等の類似性に基づきました。 

２ 各事業区分の主要な製品 

(1) 電力システム………電力制御システム、電力用開閉装置、配電自動化用電子機器、電力業務情報化 

(2) 社会システム………公共・環境システム、産業用プラントシステム、需要家向受変電システム 

(3) 情報システム………ＡＳＰサービス、システムインテグレーション、ｅラーニングサービス 

(4) その他………………メカトロニクス装置、制御機器、(高分子/液晶)複合膜フィルム、蓄電システム、 

 業務サポートサービス等 

  

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日

至 平成17年12月31日)については、全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えて

いるため、記載を省略しました。 

  

【海外売上高】 

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日

至 平成17年12月31日)については、海外売上高が連結売上高の10％未満のため記載を省略しました。 

  

(１株当たり情報) 

  

  
電力 
システム 
(百万円) 

社会 
システム 
(百万円) 

情報
システム 
(百万円) 

その他
(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 

2,281 3,942 946 1,597 8,768 ─ 8,768 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

0 8 85 584 678 (678) ─ 

計 2,282 3,950 1,031 2,182 9,447 (678) 8,768 

営業費用 2,118 3,719 980 2,325 9,144 (678) 8,466 

営業利益又は営業損失(△) 163 230 51 △143 302 ─ 302 

  
電力 
システム 
(百万円) 

社会 
システム 
(百万円) 

情報
システム 
(百万円) 

その他
(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 

2,446 4,841 1,056 2,231 10,574 ─ 10,574

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

3 13 113 789 918 (918) ─ 

計 2,449 4,854 1,169 3,020 11,493 (918) 10,574 

営業費用 2,611 5,361 1,404 3,007 12,384 (918) 11,465 

営業利益又は営業損失(△) △162 △506 △234 13 △890 ─ △890

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額 863円69銭 １株当たり純資産額 860円31銭



(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり中間純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

  
  

(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。 

  

１株当たり中間純利益 28円42銭 １株当たり当期純損失 98円80銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 
28円39銭

（追加情報） 

当中間連結会計期間から、改正後の「１株当たり当

期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 最

終改正平成18年１月31日 企業会計基準第２号）及び

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 最終改正平成18年１月31日 企

業会計基準適用指針第４号）を適用しております。これ

による影響はありません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、当期純損失を計上しているため記載しておりませ

ん。 

  
当中間連結会計期間末
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度末 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 7,203 ─ 

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり
純資産額の算定に用いられた普通株式に係る中間連結会
計期間末の純資産額との差額の主な内訳(百万円)) 
少数株主持分 127 ─ 

普通株式に係る純資産額(百万円) 7,076 ─ 

普通株式の発行済株式数(千株) 9,195 ─ 

普通株式の自己株式数(千株) 1,001 ─ 

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数(千
株) 8,193 ─ 

  
当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

中間連結損益計算書上の中間純利益又は当期純損失(△)

(百万円) 
232 △801 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ 0 

(うち利益処分による役員賞与金（百万円）) ─ ( 0) 

普通株式に係る中間純利益又は当期純損失(△)(百万

円)) 
232 △802 

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,165 8,118 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

用いられた普通株式増加数（千株） 
6 ─ 

(うち新株予約権（千株）) （ 6） （ ─）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概
要 ─

新株予約権１種類（新株予
約権の数121個）。なお、こ
れらの概要は「新株予約権
等の状況」に記載のとおり
であります。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

  
当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年12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
(％) 

(資産の部)               

Ⅰ 流動資産               

１ 現金及び預金   441     1,070     

２ 受取手形 ※3 1,055     489     

３ 売掛金   3,103     3,803     

４ 棚卸資産   1,142     1,246     

５ 短期貸付金   1,343     1,254     

６ その他   433     520     

貸倒引当金   △4     △4     

流動資産合計     7,516 54.3   8,380 56.5 

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産 ※1,2             

(1) 建物   1,987     2,007     

(2) その他   1,050     909     

計   3,038   21.9 2,917   19.6 

２ 無形固定資産   12   0.1 11   0.1 

３ 投資その他の資産               

(1) 投資有価証券   2,269     2,508     

(2) 繰延税金資産   516     522     

(3) その他   546     564     

貸倒引当金   △57     △58     

計   3,275   23.7 3,536   23.8 

固定資産合計     6,326 45.7   6,465 43.5 

資産合計     13,843 100.0   14,846 100.0 

      



  

  

  
当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年12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
(％) 

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

１ 支払手形   1,302     1,136     

２ 買掛金   1,536     2,023     

３ 短期借入金 ※２ 800     1,600     

４ 前受金   254     259     

５ その他   583     599     

流動負債合計     4,477 32.3   5,618 37.8 

Ⅱ 固定負債               

１ 長期未払金   170     205     

２ 退職給付引当金   1,206     1,156     

３ 役員退職慰労引当金   168     161     

固定負債合計     1,545 11.2   1,523 10.3 

負債合計     6,023 43.5   7,142 48.1 

(資本の部)               

Ⅰ 資本金     ― ―   2,323 15.6 

Ⅱ 資本剰余金               

資本準備金   ―     1,603     

資本剰余金合計     ― ―   1,603 10.8 

Ⅲ 利益剰余金               

１ 利益準備金   ―     580     

２ 任意積立金   ―     3,350     

３ 当期未処理損失   ―     188     

利益剰余金合計     ― ―   3,742 25.2 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     ― ―   652 4.4 

Ⅴ 自己株式     ― ―   △617 △4.1 

資本合計     ― ―   7,703 51.9 

負債資本合計     ― ―   14,846 100.0 

      



  

  

  
当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年12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
(％) 

(純資産の部)               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     2,323 16.8   ― ― 

２ 資本剰余金               

(1) 資本準備金   1,603     ―     

(2) その他資本剰余金   14     ―     

資本剰余金合計     1,618 11.7   ― ― 

３ 利益剰余金               

(1) 利益準備金   580     ―     

(2) その他利益剰余金               

別途積立金   3,050     ―     

繰越利益剰余金   279     ―     

利益剰余金合計     3,910 28.3   ― ― 

４ 自己株式     △562 △4.1   ― ― 

株主資本合計     7,289 52.7   ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等               

  その他有価証券評価 
差額金 

    530     ―   

評価・換算差額等合計     530 3.8   ― ― 

純資産合計     7,819 56.5   ― ― 

負債純資産合計     13,843 100.0   ― ― 

      



② 【中間損益計算書】 

  

  

  
当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12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
(％) 

Ⅰ 売上高     6,490 100.0   7,245 100.0 

Ⅱ 売上原価     5,155 79.4   6,252 86.3 

売上総利益     1,334 20.6   993 13.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     1,042 16.1   1,665 23.0 

営業利益又は 
営業損失(△) 

    292 4.5   △672 △9.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１   89 1.4   140 2.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２   55 0.9   71 1.0 

経常利益又は 
経常損失(△) 

    326 5.0   △603 △8.3 

Ⅵ 特別利益 ※３   ― ―   72 1.0 

Ⅶ 特別損失 ※４   ― ―   6 0.1 

税引前中間純利益又は 
税引前当期純損失(△) 

    326 5.0   △537 △7.4 

法人税、住民税 
及び事業税 

  9     13     

法人税等調整額   89 98 1.5 △108 △95 △1.3 

中間純利益又は 
当期純損失(△) 

    228 3.5   △441 △6.1 

      



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

  

  

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 資本 

準備金 

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 利益 

剰余金 

合計 
別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

平成17年12月31日残高(百万円) 2,323 1,603 ― 1,603 580 3,350 △188 3,742 △617 7,051 

中間会計期間中の変動額                     

 剰余金の配当             △60 △60   △60 

 別途積立金の取崩           △300 300 ―   ― 

 中間純利益             228 228   228 

 自己株式の取得                 △0 △0 

 自己株式の処分     14 14         56 71 

 株主資本以外の項目の中間会計 

 期間中の変動額(純額)                     

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― 14 14 ― △300 467 167 55 237 

平成18年６月30日残高(百万円) 2,323 1,603 14 1,618 580 3,050 279 3,910 △562 7,289 

  

評価・換算差額等 

純資産合計
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

平成17年12月31日残高(百万円) 652 652 7,703 

中間会計期間中の変動額       

 剰余金の配当     △60 

 別途積立金の取崩     ― 

 中間純利益     228 

 自己株式の取得     △0 

 自己株式の処分     71 

 株主資本以外の項目の中間会計 

 期間中の変動額(純額) △121 △121 △121 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △121 △121 116 

平成18年６月30日残高(百万円) 530 530 7,819 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 
当中間会計期間

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

  子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  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

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期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 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  (2) 棚卸資産 

製品、仕掛品 

個別法による原価法 

(2) 棚卸資産 

製品、仕掛品 

同左 

  原材料 

移動平均法による原価法 

原材料 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

建物及び構築物は定額法、それ以外は

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物     20～45年 

機械装置及び車輌運搬具 ４～11年 

工具、器具及び備品   ２～６年 

有形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (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。 

なお、過去勤務債務は、その発生

時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数(15年)による

定額法により、費用処理しており

ます。数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定年数

(15年)による定額法により、翌事

業年度より費用処理しておりま

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

務の見込額に基づき計上しており

ます。 

なお、過去勤務債務は、その発生

時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数(15年)による

定額法により、費用処理しており

ます。数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定年数

(15年)による定額法により、翌事

業年度より費用処理しておりま

す。 



  

  

項目 
当中間会計期間

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

  (3) 役員退職慰労引当金 

役員等の退職慰労金の支払いに備

えるため、内規に基づく要支払額

の100％を計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

４ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

５ その他中間財務諸表(財

務諸表)作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税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。 

なお、仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺のうえ、流動負債「その他」に含

めて表示しております。 

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。 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

  

  

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

（役員賞与に関する会計基準） 

当中間会計期間から「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）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。 

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「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

会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号）を適用しております。これにより税引

前当期純損失が２百万円増加しております。なお、減

損損失累計額については、当該各資産の金額から直接

控除しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）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。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は7,819百万

円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期

間における中間財務諸表の純資産の部については、改正

後の中間財務諸表等規則により作成しております。 

  



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

当中間会計期間末
(平成18年６月30日) 

前事業年度末
(平成17年12月31日) 

１ ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

5,248百万円

１ ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

5,197百万円

２ ※２ 担保資産及び担保付債務 

＜担保資産＞ 

＜担保付債務＞ 

建物 168百万円

土地 4 

合計 172 

短期借入金 400百万円

２ ※２ 担保資産及び担保付債務 

＜担保資産＞ 

＜担保付債務＞ 

建物 170百万円

土地 4 

合計 174 

短期借入金 750百万円

３ 債務保証 

下記の会社の借入金等に対して保証を行っておりま

す。 

保証先 保証額 

大連正興電気制御有限公司 305百万円

正興エレクトリックアジア 
(マレーシア)SDN.BHD. 

34 

合計 339 

３ 債務保証 

下記の会社の借入金等に対して保証を行っておりま

す。 

保証先 保証額 

大連正興電気制御有限公司 305百万円

正興エレクトリックアジア
(マレーシア)SDN.BHD. 

3 

合計 308 

４ 

────── 

４ ※３事業年度末日満期手形の会計処理 

期末日満期手形は手形交換日をもって決済処理して

おります。従って、当事業年度末日は金融機関の休

業日のため、期末日満期手形が次の科目に含まれて

おります。 

受取手形 43百万円



(中間損益計算書関係) 

  
  

  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式（普通株式）の増加1,080株は単元未満株式の買取による増加であり、減少100,000株は処分による減少でありま

す。 

  

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ ※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 7百万円

受取配当金 25百万円

賃貸料収入 34百万円

１ ※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 11百万円

受取配当金 44百万円

賃貸料収入 52百万円

２ ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 7百万円

賃貸原価 32百万円

２ ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 9百万円

賃貸原価 49百万円

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 87百万円

無形固定資産 0百万円

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 133百万円

無形固定資産 0百万円

４ 

────── 

４ ※３特別利益 

固定資産売却益は、工場（建物、土地他）の売却に

よるものであります。 

５ 

────── 

５ ※４特別損失 

減損損失 

当事業年度において当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

当社は、事業別管理会計区分をグルーピングの単

位としております。ただし、将来の使用が見込ま

れていない遊休資産については、個別の資産グル

ープとして取り扱っております。また、本社等、

特定の事業との関連が明確でない資産については

共用資産としております。当事業年度において、

帳簿価額に対し著しく時価が下落している遊休資

産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上

しております。 

なお、回収可能価額は、不動産鑑定評価に基づく

正味売却可能価額によっております。 

  

用途 種類 場所 金額 

遊休 土地 
大分県 

由布市 
２百万円 

株式の種類 前事業年度末 
株式数 

当中間会計
期間増加株式数 

当中間会計
期間減少株式数 

当中間会計 
期間末株式数 

普通株式（株） 1,100,781 1,080 100,000 1,001,861



(リース取引関係) 

  

  

(有価証券関係) 

当中間会計期間末及び前事業年度末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) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12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 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 

取得価額相当額の算定は、有形固定資産の中間期末残

高等に占める未経過リース料中間期末残高の割合が低

いため、支払利子込み法によっております。 

  工具・器具・備品他 

取得価額相当額 80百万円

減価償却累計額相当額 36 

中間期末残高相当額 44 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

取得価額相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、

支払利子込み法によっております。 

工具・器具・備品他 

取得価額相当額 100百万円

減価償却累計額相当額 45 

期末残高相当額 54 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

未経過リース料中間期末残高相当額の算定は、有形固

定資産の中間期末残高等に占める未経過リース料中間

期末残高の割合が低いため、支払利子込み法によって

おります。 

１年以内 15百万円

１年超 29 

合計 44 

２ 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割

合が低いため、支払利子込み法によっております。 

１年以内 18百万円

１年超 36 

合計 54 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 10百万円

減価償却費相当額 10 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 15 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありませんので、

項目等の記載は省略しております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

（減損損失について） 

同左 



 (2) 【その他】 

第103期（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで）中間配当については、平成18年８月25日開催の取締役会

において、平成18年６月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中

間配当を行うことを決議いたしました。 

①中間配当金の総額               40百万円 

②１株当たり中間配当金             ５円00銭 

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成18年９月11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。 

  

  

  

  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第102期) 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

  
平成18年３月29日 
福岡財務支局長に提出 

  

自己株券買付状況 
報告書 

      

平成18年１月13日 
平成18年２月15日 
平成18年３月15日 
平成18年４月17日 
福岡財務支局長に提出 
  
  



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 

  

 株式会社正興電機製作所 

  

  

  

  

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」に掲げられている株式会社正興電機製

作所の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６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、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結

キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

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

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

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

て、株式会社正興電機製作所及び連結子会社の平成18年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平

成18年１月１日から平成18年６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

平成18年９月27日

 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  留  和  夫  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  白  水  一  信  ㊞ 

  
※ 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 

  

 株式会社正興電機製作所 

  

  

  

  

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」に掲げられている株式会社正興電機製

作所の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第103期事業年度の中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。

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

る。 

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

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

社正興電機製作所の平成18年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６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

  

平成18年９月27日

 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  留  和  夫  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  白  水  一  信  ㊞ 

  
※ 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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