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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

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、潜在株式が存在しないため記載していない。 

３ 従業員数の、（ ）内は平均臨時従業員数を外書している。 

４ 第159期中より「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」（企業会計基準適用指針第８号）を適用してい

る。 

回次 第157期中 第158期中 第159期中 第157期 第158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 
４月１日 

至 平成18年 
９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18年 
３月31日 

売上高 （百万円） 172,240 215,546 316,021 360,752 503,090 

経常利益 （百万円） 5,058 14,075 20,286 13,856 36,024 

中間（当期）純利益 （百万円） 4,150 7,024 14,967 7,441 24,736 

純資産額 （百万円） 179,429 195,059 245,196 183,058 219,652 

総資産額 （百万円） 403,191 417,114 502,051 413,684 467,315 

１株当たり純資産額 （円） 476.96 518.68 631.16 486.70 583.95 

１株当たり中間（当期）

純利益 
（円） 11.03 18.67 39.81 19.78 65.53 

自己資本比率 （％） 44.50 46.76 47.26 44.25 47.00 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 11,766 14,388 17,989 39,537 39,254 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △5,831 △8,677 △20,180 △17,189 △18,731 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △6,376 △13,918 △1,814 △19,854 △19,817 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
（百万円） 2,751 16,646 24,936 24,415 25,353 

従業員数 （人） 
26,927 

(6,800) 

29,965 

(13,404) 

42,844 

(15,454) 

27,553 

(9,548) 

33,658 

(13,849) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ １株当たり情報については、第五号様式記載上の注意(4)ｂただし書きに基づき省略している。 

３ （ ）内は中間会計期間の平均臨時従業員数であり、外数で記載している。 

回次 第157期中 第158期中 第159期中 第157期 第158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 
４月１日 

至 平成18年 
９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18年 
３月31日 

売上高 （百万円） 133,042 149,886 200,103 274,601 338,079 

経常利益 （百万円） 1,552 8,262 11,395 4,871 18,351 

中間（当期）純利益 （百万円） 1,293 4,469 9,593 943 11,417 

資本金 （百万円） 53,075 53,075 53,075 53,075 53,075 

発行済株式総数 （千株） 386,263 376,263 376,263 386,263 376,263 

純資産額 （百万円） 146,074 153,417 169,165 145,655 163,677 

総資産額 （百万円） 282,909 288,939 338,082 278,970 314,451 

１株当たり配当額 （円） 3.00 4.00 5.00 6.00 10.00 

自己資本比率 （％） 51.63 53.10 50.04 52.21 52.05 

従業員数 （人） 2,652 
2,325 

(289) 

2,378 

(409) 
2,378 2,304 



２【事業の内容】 

 当社及び当社の関係会社は、㈱フジクラ（当社）、子会社94社及び関連会社26社により構成されており、情報通信

部門、電子電装部門及びケーブル・機器関連部門等に亘って、製品の製造、販売、サービス等の事業活動を展開して

おります。各事業における当社及び当社の関係会社の位置づけ等は次のとおりであります。 

 なお、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の内容については、「第５ 経

理の状況 １.中間連結財務諸表等 （1）中間連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）」に記載のとおりであり

ます。 

区分 主要品種 主な関係会社 

情報通信 

光ファイバ、 

光ケーブル、 

通信部品、 

光部品、 

光関連機器、 

ネットワーク機器、 

工事等 

当社 

［国内連結子会社］ 

西日本電線㈱、米沢電線㈱、第一電子工業㈱、 

㈱青森フジクラ金矢、協栄線材㈱、㈱ケーブルネット鈴鹿、 

プレシジョンファイバオプティクス㈱、フジクラプレシジョン㈱、 

シスコム㈱、㈱スズキ技研、㈱フジクラコンポーネンツ、 

㈱フジクラテレコム、藤倉商事㈱、㈱シグマ・リンクス、 

㈱フジデン、㈱フジクラ・ダイヤケーブル 

［在外連結子会社］ 

LTEC Ltd.、Fujikura Federal Cables Sdn. Bhd.、 

Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd.、Fujikura Asia Ltd.、 

Fujikura Hong Kong Ltd.、Fujikura America,Inc.、 

Fujikura Europe Ltd.、America Fujikura Ltd.、 

AFL Telecommunications LLC.、 

AFL Telecommunicationes de Mexico,S. de R.L. de C.V.、 

AFL Telecommunications Europe Ltd(UK).、 

AFL Network Services LLC.、 

Noyes Fiber Systems LLC. 

［国内持分法適用関連会社］ 

㈱ジャパンリーコム、㈱オー・エフ・ネットワークス 

［在外持分法適用関連会社］ 

南京華新藤倉光通信有限公司 

電子電装 

プリント配線板、 

電子ワイヤ、 

メンブレンスイッチ、 

ハードディスク用部品、 

自動車用ワイヤハーネ

ス、 

各種コネクタ等 

当社 

［国内連結子会社］ 

西日本電線㈱、米沢電線㈱、第一電子工業㈱、㈱東北フジクラ、 

㈱青森フジクラ金矢、㈱青森ディーディーケイ、 

㈱フジクラコンポーネンツ、藤倉商事㈱、㈱フジデン、 

㈱フジクラ・ダイヤケーブル 

［在外連結子会社］ 

Fujikura(Thailand)Ltd.、LTEC Ltd.、PCTT Ltd.、 

DDK(Thailand)Ltd.、珠海藤倉電装有限公司、 

Fujikura Richard Manufacturing Inc.、藤倉電子(上海)有限公司、 

第一電子工業(昆山)有限公司、Yoneden(Thailand)Ltd.、 

第一電子工業(上海)有限公司、Fujikura Asia Ltd.、 

FIMT Ltd.、Fujikura Hong Kong Ltd.、Fujikura America,Inc.、 

Fujikura Europe Ltd.、America Fujikura Ltd.、 

長春藤倉美鋁電装有限公司、米沢（番禺）電線有限公司、 

藤倉電子（無錫）有限公司、Fujikura SHS Ltd.、 

Fujikura Automotive America LLC.、 

Fujikura Automotive Mexico, S. de R.L. de C.V. 

［在外持分法適用関連会社］ 

KDK-Fujikura(Thailand)Ltd. 

 



区分 主要品種 主な関係会社 

ケーブル・機器

関連 

電力ケーブル、 

通信ケーブル、 

被覆線、 

アルミ線・裸線、 

付属品・工事、 

巻線等 

当社 

［国内連結子会社］ 

西日本電線㈱、米沢電線㈱、㈱東北フジクラ、 

㈱フジクラコンポーネンツ、 

藤倉エネシス㈱、㈱フジクララインテック、 

沼津熔銅㈱、㈱シンシロケーブル、藤倉商事㈱、 

㈱フジデン、㈱フジクラ・ダイヤケーブル 

［在外連結子会社］ 

Fujikura Federal Cables Sdn.Bhd.、 

Fujikura Malaysia Sdn.Bhd.、 

United States Alumoweld Company LLC.、Fujikura Asia Ltd.、 

Fujikura Hong Kong Ltd.、Fujikura America,Inc.、 

Fujikura Europe Ltd.、江蘇藤倉亨通光電有限公司、 

America Fujikura Ltd.、AFL Telecommunications LLC.、 

AFL Telecommunications Europe Ltd(UK). 

［国内持分法適用関連会社］ 

㈱ユニマック、㈱ビスキャス 

その他 不動産事業他 

当社 

［国内連結子会社］ 

㈱フジクラコンポーネンツ、フジクラ開発㈱、フジクラ物流㈱、 

フジサービス㈱、㈱フジクラ情報システム、 

㈱フジクラアカウンティングサービス、富士資材加工㈱、 

藤倉商事㈱、㈱フジデン 

［在外連結子会社］ 

AFL Telecommunications Holdings LLC. 

Fujikura Automotive Holdings LLC.、 

Fujikura Resource Mexico, S. de R.L. de C.V. 

［国内持分法適用関連会社］ 

藤倉化成㈱、藤倉ゴム工業㈱ 



 主な関係会社を事業の系統図で示すと次の通りであります。 



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ない。 

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であり、臨時従業員数は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載してい

る。 

    2.  従業員の増加の主たる要因は、電子電装事業の拡大等による。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載している。 

(3）労働組合の状況 

 当社の労働組合は、全日本電線関連産業労働組合連合会（日本労働組合総連合会加盟）等に属しており、労使関

係は安定している。 

  平成18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（人） 

情報通信 
5,478 

  (1,214） 

電子電装 
33,546 

（13,577） 

ケーブル・機器関連 
2,541 

（397） 

その他 
527 

（112） 

全社 
752 

（154） 

合計 
42,844 

（15,454） 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 
2,378 

（409） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

  

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、設備投資は引き続いて拡大し、個人消費も穏やかな増加となるなど、

総じて拡大基調で推移いたしました。 

 当社が事業を展開する分野では、デジタル家電、携帯機器市場の拡大、国内外においてFTTH(Fiber To The Home)関

連需要の増加並びに設備投資及び建設投資の増加などにより、各分野とも好調に推移いたしました。 

 当中間連結会計期間の業績は、売上高は前年同期比1,004億円増の3,160億円、営業利益は同64億円増の205億円、経

常利益は同62億円増の202億円、中間純利益は同79億円増の149億円となりました。 

 セグメント別の業績は次のとおりです。 

（事業の種類別セグメント） 

[情報通信部門] 

 活況を呈した国内外におけるFTTH関連の設備投資に応えるため、製造部門のフル稼働を続け、更に光ファイバ母材

の大型化や線引きスピードのアップなどにより生産性の向上を図りました。FTTH関連の堅調な需要が続いた北米で

は、昨年当社100％子会社でスタートした America Fujikura Ltd. が好調な業績となりました。また、世界トップシ

ェアの光融着接続機は、中国、インド、北米などにおいて大幅な増加となりました。 

 全体として、光ファイバ・ケーブル、接続部品、光融着接続機を中心に売上、利益ともに大幅な伸びとなり、情報

通信部門全体の売上高は、前年同期比158億円増の571億円（当社単独ベースの受注高は前年同期比44億円増の378億

円）、営業利益では同41億円増の70億円となりました。 

[電子電装部門] 

 デジタル家電、携帯機器向け市場の拡大を受け、電子部品の需要が引き続いて増加したことにより、FPC（フレキシ

ブルプリント配線板）用コネクタが好調となり、電子ワイヤ、ハードディスク用部品などの売上が増加しました。ま

た、自動車事業ではワイヤハーネスが好調となりました。一方、FPCでは大口ユーザーからの受注が端境期になった

ことに加え、予想以上に価格の下押し圧力が強くなったことから、厳しい状況となりました。 

 電子電装部門全体では売上高は前年同期比355億円増の1,198億円（当社単独ベースの受注高は前年同期比74億円増

の688億円）、営業利益は同12億円減の87億円となり増収減益となりました。 

 自動車事業では、本年1月及び8月にそれぞれドイツと韓国に技術センターを設置し、更に9月には欧州の製造拠点と

してスペインのワイヤハーネスメーカーである Auxiliar de Componentes Electoricos, S.A.(以下、ACE社）へ60%

の出資を決定しました。 

 これにより、日本、北米、アジア、欧州の世界4極体制を確立し、お客様と密着した事業体制を整備しました。 

  

（ACE社概要） 

社名：Auxiliar de Componentes Electoricos, S.A. 

売上高：約171億円（2005年実績） 

事業内容：自動車用ワイヤハーネス及び電装部品の製造販売 

従業員数：約3,400名 

  

[ケーブル・機器関連部門] 

 国内設備投資及び建設投資が引き続き増加し、都市開発、大型ショッピングセンター、プラント建設などにより売

上が増加しました。海外においても米国、マレーシアなどの大型プラント案件により好調となりました。また銅価格

が引き続き高値で推移したことも売上高を押し上げる要因となりました。 

 この結果、ケーブル・機器関連部門全体の売上高は前年同期比471億円増の1,307億円（当社単独ベースの受注高は

342億円増の900億円）、営業利益では同34億円増の31億円となり営業黒字を計上することができました。 

[その他部門] 

 深川地区再開発事業を中心とした不動産賃貸収入など、売上高は前年同期比18億円増の83億円、営業利益では、ほ

ぼ横這いの16億円となりました。 

 なお、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては前中間連結会

計期間分を変更後の区分に組替えて行っております。 



（所在地別セグメント） 

 売上高は、日本では前年同期比472億円増の2,024億円、アジアは電子部品の需要が引き続き増加したことにより同

337億円増の761億円、その他は、America Fujikura Ltd.の北米事業が好調であったこと等から同195億円増の374億

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・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償

却費123億円を中心に、179億円の収入（前中間連結会計期間と比べ36億円の収入の増加）となりました。これを設備

投資を中心とした投資活動に201億円支出（前中間連結会計期間と比べ115億円の支出の増加）し、財務活動に18億円

支出（前中間連結会計期間と比べ121億円の支出の減少）しました。また海外連結子会社の会計期間変更による影響

で、現金及び現金同等物が32億円増加しました。以上の結果から現金及び現金同等物の中間期末残高は249億円とな

りました。 

  

２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社及び連結子会社の生産・販売品目は、広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構造、

形式等は必ずしも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品も多く、事業の種類別セグメントごとに生産規模

及び受注規模を金額または、数量で示すことはしていません。 

 このため、生産、受注及び販売の状況については、「１．業績等の概要」における各事業の種類別セグメント業績

に関連付けて示しています。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社及び連結子会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 



５【研究開発活動】 

 フジクラグループは、①情報通信部門、②電子電装部門、③ケーブル・機器関連部門を中心に研究開発活動を積極

的に進めています。当グループの研究開発は、国内では光電子技術研究所、電子電装開発センター、電子デバイス研

究所、材料技術研究所、および事業部の開発部門で行っています。事業のセグメント別の研究開発活動及びその成果

は次のとおりであります。当中間連結会計期間の全体の研究開発費は59億円であります。 

①情報通信部門 

 フジクラグループの光通信技術は世界的に高い技術力を誇り、世界へ光ファイバ・ケーブル、光部品を供給し

ています。 

 国内では大手通信キャリアが、一般家庭への光ファイバを使ったブロードバンドサービス（FTTH）を拡大して

います。フジクラグループはFTTHの構築を簡易にするケーブル、部品、接続機を開発しました。曲げ半径を小さ

く出来る光ファイバはケーブルの引き込み、宅内配線を容易にし、メカニカルスプライスや現場組立光コネクタ

は接続作業を簡略化でき工事費のコストダウンが可能です。曲げ半径をさらに小さく出来るホーリーファイバの

研究開発を推進しています。フジクラの光ファイバ融着接続機は世界の大きなシェアを誇っていますが、精密メ

カトロニクス技術の先端技術を駆使した次世代の小型融着機を開発しています。 

 ネットワークの高速・大容量化、電子機器の小型化が年々進む中で、機器内の配線スペースが少なくなってい

ます。この問題を解決するために、小径で屈曲可能な細経の光ファイバを信号伝送路として用いた光インターコ

ネクションモジュールを開発しました。 

 この事業の研究開発費は24億円であります。 

②電子電装部門 

 フジクラグループはデジタル家電・電子機器向けに、フレキシブル配線板、電子ワイヤ、半導体パッケージ製品、

マイクロヒートパイプなどの開発と、自動車向けの自動車電装品の研究・開発を進めており、これら部門への研究開

発投入を増やしています。 

 携帯電子機器は小型化にともない、配線基板は電子部品の高密度実装が要求され回路の微細化が進んでいます。フ

ジクラグループはフレキシブル配線板のミクロン間隔の微細回路技術、多層基板技術、基板間接続技術等を開発して

います。デジタル家電向けには付加価値のあるフリップチップ実装基板を開発し、大型フラットパネルのプラズマデ

ィスプレイパネル向けに商品化しました。電子ワイヤでは、携帯電話などの液晶ディスプレイに使う極細同軸コード

にコネクタを接続した部品を開発し量産していますが、継続して細経化の開発を行っています。シリコン半導体パッ

ケージを小型化し高密度実装を可能にするウエハレベルパッケージの研究開発を積極的に進め、量産しています。さ

らに新規事業を目指してシリコンマイクロマシン技術を発展させたMEMS技術の製品開発をしています。 

 太陽電池において、次世代型太陽電池として期待される色素増感太陽電池の大面積モジュールパネルを開発しまし

たが、さらなる高効率大型化を進めています。 

 ナノテクノロジー分野ではナノ金属粒子、光触媒粒子の基礎的な研究開発を進め、新規製品開発、新規事業を目指

します。 

 ノートパソコンの中央演算デバイス（CPU）が高速・高周波数化すると、CPUの放熱対策が重要になります。フジク

ラはマイクロヒートパイプ、ヒートスプレッダーを開発し、高速化するノートパソコン、サーバーの放熱対策を解決

するデバイスを提供しています。 

 フジクラグループは自動車向けに、ワイヤハーネス、電装品の開発を進めていますが、今後はフジクラのコア技術

である光技術、電子材料技術を融合した商品の開発に注力します。 

 この事業の研究開発費は31億円であります。 

③ケーブル・機器関連部門 

 電力送電において、送電ケーブルに電気を流したまま診断する技術や、GPS測地技術を使った送電系統保守点検シ

ステムを開発し、ユーザーに合わせたシステムを提供しています。 

 移動体通信における情報伝送の大容量化、高速化の要求に応え、アンテナ内部・機器間の配線用として高周波帯の

特性に優れた耐熱型コルゲート同軸ケーブルを開発・製品化しました。 

 酸化物高温超電導線材において、イットリウム系酸化物超電導線の研究開発を行っていますが、この線材を用いた

超電導マグネットの励磁試験を行い１テスラの磁場発生に成功するなどの進展がありました。 

 この事業の研究開発費は4億円であります。 



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、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却について、重要な変更はあり

ません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

                   普通株式 1,190,000,000 

計 1,190,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発
行数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月12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 376,263,421 376,263,421 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

完全議決権株式で

あり、権利内容に

何ら限定のない当

社における標準と

なる株式 

計 376,263,421 376,263,421 ― ― 

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４月１日～ 

平成18年９月30日  
－ 376,263 － 53,075 － 55,102 



(4）【大株主の状況】 

 （注）１ 上記の所有株式数は株主名簿に基づき記載しております。 

 ２ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（中央三井信託銀行退職給付信託口）の所有株式数9,777千株

は、中央三井信託銀行株式会社が同行に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権の指図権は中

央三井信託銀行株式会社が留保しております。 

３ 同和鉱業株式会社は、平成18年10月１日にＤＯＷＡホールディングス株式会社に商号変更しております。 

４ バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社他９社から連名にて、平成18年７月11日付で

大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、平成18年６月30日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保

有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式数が確認

できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

  平成18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） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 31,140 8.27 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号 28,863 7.67 

三井生命保険株式会社 東京都中央区晴海一丁目８番11号 10,192 2.70 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（中央三井信

託銀行退職給付信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 9,777 2.59 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 8,456 2.24 

住友信託銀行株式会社（信託

Ｂ口） 
東京都中央区晴海一丁目8番11号 7,884 2.09 

株式会社静岡銀行 東京都港区浜松町二丁目11番3号 7,713 2.04 

三井住友海上火災保険株式会

社 
東京都中央区新川二丁目27番２号 6,891 1.83 

同和鉱業株式会社 東京都千代田区外神田四丁目14-1 6,563 1.74 

資産管理サービス信託銀行株

式会社（証券投資信託口） 
東京都中央区晴海一丁目8番12号 5,537 1.47 

計 ― 123,018 32.69 

氏名又は名称 住所 保有株券等の数（株） 株券等保有割合（％）

バークレイズ・グローバル・イン

ベスターズ信託銀行株式会社 
東京都渋谷区広尾一丁目１番39号  1,048,000 0.28

バークレイズ・グローバル・イン

ベスターズ株式会社 
東京都渋谷区広尾一丁目１番39号   9,419,000

 

2.50

バークレイズ・グローバル・イン

ベスターズ、エヌ・エイ 

米国 カリフォルニア州 サンフラン

シスコ市 フリーモント・ストリート

45  

6,927,756 1.84

バークレイズ・グローバル・ファ

ンド・アドバイザーズ 

米国 カリフォルニア州 サンフラン

シスコ市 フリーモント・ストリート

45  

3,195,000 0.85

バークレイズ・グローバル・イン

ベスターズ・オーストラリア・リ

ミテッド 

オーストラリア ニュー・サウス・ウ

ェールズ州 シドニー ハーリント

ン・ストリート 111  

379,000 0.10

バークレイズ・グローバル・イン

ベスターズ・リミテッド 

英国ロンドン市 ロイヤル・ミント・

コート1  
4,818,000 1.28

 



５ 住友信託銀行株式会社他１社から連名にて、平成18年８月15日付で大量保有報告書の写しの送付があり、平

成18年７月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として

当中間会計期間末時点における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりま

せん。 

６ フィデリティ投信株式会社から、平成18年９月７日付で大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、

平成18年８月31日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間

会計期間末時点における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

  

氏名又は名称 住所 保有株券等の数（株） 株券等保有割合（％）

バークレイズ・ライフ・アシュア

ランス・カンパニー・リミテッド 

英国ロンドン市 ロイヤル・ミント・

コート1 ムーレイハウス  
91,000 0.02

バークレイズ・バンク・ピーエル

シー 

英国 ロンドン市 チャーチル・プレ

イス1  
819,000 0.22

バークレイズ・キャピタル・セキ

ュリティーズ・リミテッド 

英国 ロンドン市 カナリーワーフ 

ノース・コロネード5  
586,000 0.16

バークレイズ・グローバル・イン

ベスターズ・カナダ・リミテッド 

カナダ オンタリオ州 トロント市 

ベイ・ストリート161,2500号 
24,000 0.01

  計 27,306,756 7.26

氏名又は名称  住所 保有株券等の数（株） 株券等保有割合（％）

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜四丁目５番33号  22,411,000 5.96

The Sumitomo Trust Finance

(H.K.)Ltd. 

Suites 704-706,7th Floor,Three  

Exchange Square,8 Connaught Place,

Central,Hong Kong  

94,000 0.02

  計 22,505,000 5.98

氏名又は名称 住所 保有株券等の数（株） 株券等保有割合（％）

 フィデリティ投信株式会社 
東京都港区虎ノ門四丁目３番１号  

城山トラストタワー  
18,415,000 4.89



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が17,000株含まれております。また、

「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数17個が含まれております。 

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18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   253,000 
― 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式 373,931,000 373,931 同上 

単元未満株式 普通株式   2,079,421 ― 同上 

発行済株式総数          376,263,421 ― ― 

総株主の議決権 ― 373,931 ― 

  平成18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）

株式会社フジクラ 

東京都江東区木場

一丁目５番１号 
253,000 ― 253,000 0.07 

計 ― 253,000 ― 253,000 0.07 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,473 1,348 1,280 1,442 1,447 1,420 

最低（円） 1,280 1,130 1,070 1,199 1,305 1,238 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

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

第24号、以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９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いる。 

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

号、以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成している。 

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17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び中間財務諸表に

ついては、中央青山監査法人の中間監査を受け、また当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び中間財務諸表に

ついては、みすず監査法人と太陽ASG監査法人の中間監査を受けている。 

 なお、中央青山監査法人は、平成18年９月１日付をもって名称をみすず監査法人に変更している。 



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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 16,646 24,936 25,353 

２ 受取手形及び売掛金 115,387 152,955 139,817 

３ たな卸資産 40,319 56,408 43,877 

４ 繰延税金資産 6,193 ― 5,143 

５ その他 11,298 22,362 13,362 

６ 貸倒引当金 △1,462 △1,517 △1,469 

流動資産合計 188,383 45.2 255,146 50.8 226,085 48.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 
※１ 
※２ 
※３ 

   

(1）建物及び構築物 64,652 65,066 63,607 

(2）機械装置及び運搬具 38,486 45,568 40,672 

(3）土地 18,588 18,609 18,252 

(4）その他 14,707 18,449 16,234 

有形固定資産合計 136,435 147,693 138,767 

２ 無形固定資産 ※４ 4,676 4,224 3,973 

３ 投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※３ 68,169 75,266 78,545 

(2）繰延税金資産 6,147 ― 6,515 

(3）その他 15,177 21,205 15,282 

(4）貸倒引当金 △1,940 △1,492 △1,607 

(5）投資損失引当金  ― △10 △281 

投資その他の資産合計 87,554 94,969 98,453 

固定資産合計 228,665 54.8 246,887 49.2 241,194 51.6

Ⅲ 繰延資産 65 0.0 17 0.0 35 0.0

資産合計 417,114 100.0 502,051 100.0 467,315 100.0 

 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金 63,018 93,185 81,198 

２ 短期借入金 
  
  

35,441 51,791 44,558 

３ 未払法人税等 1,479 3,581 4,194 

４ コマーシャル・ペー 
  パー 

7,000 ― 2,000 

５ その他   26,564 53,761 39,927 

流動負債合計 133,503 32.0 202,320 40.3 171,878 36.8

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 40,000 20,000 30,000 

２ 長期借入金 
  
  

23,945 14,232 17,873 

３ 退職給付引当金 5,476 5,615 5,571 

４ 役員退職慰労引当金 110 81 131 

５ 修繕引当金 36 26 29 

６ 債務保証損失引当金  ― ― 269 

７ その他   12,658 14,577 15,746 

固定負債合計 82,227 19.7 54,534 10.9 69,622 14.9

負債合計 215,730 51.7 256,855 51.2 241,501 51.7

 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（少数株主持分）    

少数株主持分 6,324 1.5 6,161 1.3

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 53,075 53,075 

Ⅱ 資本剰余金 54,958 54,958 

Ⅲ 利益剰余金 81,572 97,780 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

15,630 20,721 

Ⅴ 為替換算調整勘定 △10,093 △6,720 

Ⅵ 自己株式 △85 △164 

資本合計 195,059 46.8 219,652 47.0

負債・少数株主持分及び
資本合計 

417,114 100.0   467,315 100.0 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   53,075   

２ 資本剰余金   54,959   

３ 利益剰余金   114,520   

４ 自己株式   △262   

株主資本合計     222,294 44.2   

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価差
額金 

  18,976   

２ 繰延ヘッジ損益   64   

３ 為替換算調整勘定   △4,075   

評価・換算差額等合計     14,965 3.0   

Ⅲ 少数株主持分   7,936 1.6   

純資産合計     245,196 48.8   

負債純資産合計     502,051 100.0     



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18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     215,546 100.0 316,021 100.0   503,090 100.0 

Ⅱ 売上原価     170,920 79.3 260,283 82.4   399,089 79.3

売上総利益     44,626 20.7 55,738 17.6   104,000 20.7

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

          

１ 荷造運送費   6,086   7,455 11,553   

２ 販売諸経費   1,688   2,486 4,011   

３ 人件費   11,231   12,699 23,680   

４ 技術研究費   3,393   3,266 6,862   

５ その他   8,087 30,488 14.1 9,247 35,156 11.1 18,531 64,640 12.9

営業利益     14,137 6.6 20,582 6.5   39,360 7.8

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   210   577 510   

２ 受取配当金   513   647 788   

３ 為替差益   458   512 907   

４ 持分法による投
資利益 

  549   258 644   

５ その他   535 2,267 1.0 505 2,500 0.8 704 3,554 0.7

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   1,098   1,366 2,139   

２ 固定資産撤去移
設費 

  ―   295 ―   

３ その他   1,230 2,330 1.1 1,134 2,796 0.9 4,751 6,890 1.3

経常利益     14,075 6.5 20,286 6.4   36,024 7.2

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18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
（％）

Ⅵ 特別利益           

１ 国庫等補助金収入
益 

  ―   279 ―   

２ その他   ― ― ― 53 333 0.1 3,433 3,433 0.6

Ⅶ 特別損失           

  １ 減損損失  ※３  ―   177 1,515   

２ 事業構造改善費用 ※１ ―   57 ―   

３ 投資有価証券評価
損 

  560   55 575   

４ 貸倒引当金繰入額   58   ― ―   

５ 固定資産売却損 ※２ 393   40 400   

６ 固定資産撤去整備
費 

  ―   59 ―   

７ その他   107 1,120 0.5 9 401 0.1 1,132 3,624 0.7

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    12,954 6.0 20,218 6.4   35,833 7.1

法人税、住民税及び
事業税 

  1,747   3,212 6,617   

法人税等調整額   4,144 5,891 2.7 939 4,151 1.3 4,655 11,272 2.2

少数株主利益     38 0.0 1,099 0.4   ― ―

少数株主損失     ― ― ― ―   176 0.0

中間（当期）純利益     7,024 3.3 14,967 4.7   24,736 4.9



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

    
前中間連結会計期間 

（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17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

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     54,958 54,958

Ⅱ 資本剰余金増加高     

自己株式処分差益     0 0

Ⅲ 資本剰余金減少高     ― ―

Ⅳ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    54,958 54,958

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高     80,269 80,269

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１ 中間（当期）純利益   7,024 7,024 24,736 24,736

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 配当金   1,128 2,633

２ 自己株式消却額   4,478 4,478

３ 連結子会社の増加に
よる減少高 

  114 5,720 114 7,225

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    81,572 97,780



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４月１日 至 平成18年９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 

平成18年３月31日残高 
        （百万円） 

53,075 54,958 97,780 △164 205,651 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △2,256   △2,256 

役員賞与     △93   △93 

中間純利益     14,967   14,967 

連結子会社の会計期間変更によ
る利益剰余金の増加高  

    4,133   4,133 

連結子会社増加による剰余金の
減少高  

    △11   △11 

自己株式の取得        △99 △99 

自己株式の処分   1   1 2 

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） 
  
  

          

中間連結会計期間中の変動額合計 
        （百万円） 

－ 1 16,740 △97 16,643 

平成18年９月30日残高 
        （百万円） 

53,075 54,959 114,520 △262 222,294 

 

評価・換算差額等 

少数株主持
分 

純資産合計 その他有価
証券評価差
額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高 
        （百万円） 

20,721   △6,720 14,001 6,161 225,814 

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当           △2,256 

役員賞与            △93 

中間純利益           14,967 

連結子会社の会計期間変更によ
る利益剰余金の増加高  

          4,133 

連結子会社増加による剰余金の
減少高  

          △11 

自己株式の取得            △99 

自己株式の処分           2 

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） 
  

△1,745 64 2,644 963 1,774 2,738 

中間連結会計期間中の変動額合計 
         （百万円） 

△1,745 64 2,644 963 1,774 19,382 

平成18年９月30日残高 
         （百万円） 

18,976 64 △4,075 14,965 7,936 245,196 



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

  12,954 20,218 35,833

２ 減価償却費   10,963 12,378 23,189

３ 減損損失   22 177 1,515

４ 引当金の増減額 
（△は減少） 

  △929 △720 △677

５ 受取利息及び受取配
当金 

  △724 △1,224 △1,298

６ 支払利息   1,098 1,366 2,139

７ 持分法による投資損
益（△は利益） 

  △549 △258 △644

８ 投資有価証券売却益   △0 ― ―

９ 有形・無形固定資産
除廃却損 

  157 175 1,132

10 有形・無形固定資産
売却益  

  ― ― △2,819

11 売上債権の増減額
（△は増加） 

  △3,177 △11,982 △25,311

12 たな卸資産の増減額
（△は増加） 

  △3,913 △10,103 △6,705

13 仕入債務の増減額
（△は減少） 

  2 11,280 16,208

14 その他   1,506 1,356 2,763

小計   17,411 22,662 45,325

15 利息及び配当金の受
取額 

  716 1,216 1,281

16 利息の支払額   △1,143 △1,367 △2,188

17 法人税等の支払額   △2,595 △4,521 △5,165

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  14,388 17,989 39,254

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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・無形固定資産
の取得による支出   △11,058 △19,017 △23,441

２ 有形・無形固定資産
の売却による収入   717 444 4,009

３ 投資有価証券の償還
による収入   3,010 ― 3,339

４ 投資有価証券の売却
による収入   0 ― 0

５ 投資有価証券の取得
による支出   △25 △1,281 △211

６ その他   △1,321 △325 △2,427

投資活動によるキャッ
シュ・フロー   △8,677 △20,180 △18,731

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（△は減少）   △5,975 3,674 △3,822

２ コマーシャル・ペー
パーの純増減額   7,000 1,000 2,000

３ 長期借入れによる収
入   100 43 138

４ 長期借入金の返済に
よる支出   △3,794 △4,042 △5,271

５ 社債の償還による支
出   △10,000 ― △10,000

６ 親会社による配当金
の支払額   △1,128 △2,256 △2,633

７ 自己株式の取得によ
る支出   △33 △99 △112

８ その他   △86 △133 △116

財務活動によるキャッ
シュ・フロー   △13,918 △1,814 △19,817

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額   270 110 65

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（△は減少）   △7,937 △3,894 770

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高   24,415 25,353 24,415

Ⅶ  連結子会社の会計期間
変更による現金及び現
金同等物の増加額 

  ― 3,284 ―

Ⅷ 新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加額   167 193 167

Ⅸ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高   16,646 24,936 25,353



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

 連結子会社は55社である。 

西日本電線株式会社 

米沢電線株式会社 

第一電子工業株式会社 

株式会社東北フジクラ 

株式会社青森ディーディーケイ 

藤倉エネシス株式会社 

株式会社フジクラコンポーネンツ 

株式会社フジクララインテック 

協栄線材株式会社 

沼津熔銅株式会社 

フジクラプレシジョン株式会社 

シスコム株式会社 

藤倉商事株式会社 

フジクラ開発株式会社 

株式会社ケーブルネット鈴鹿 

株式会社フジクラテレコム 

株式会社スズキ技研 

プレシジョンファイバオプティクス株式

会社 

株式会社シンシロケーブル 

株式会社青森フジクラ金矢 

フジクラ物流株式会社 

株式会社シグマ・リンクス 

フジサービス株式会社 

株式会社フジクラアカウンティングサー

ビス 

株式会社フジクラ情報システム 

富士資材加工株式会社 

株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 

株式会社フジデン 

Fujikura（Thailand）Ltd.、PCTT Ltd. 

LTEC Ltd.、DDK（Thailand）Ltd. 

珠海藤倉電装有限公司 

Fujikura Federal Cables Sdn.Bhd. 

Fujikura Asia Ltd.、FIMT Ltd. 

Fujikura Hong Kong Ltd. 

Fujikura Europe Ltd. 

Fujikura Malaysia Sdn.Bhd. 

United States Alumoweld Company LLC. 

Fujikura America,Inc. 

Fujikura Richard Manufacturing Inc. 

Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd. 

藤倉電子（上海）有限公司 

第一電子工業（昆山）有限公司 

Yoneden（Thailand） Ltd. 

第一電子工業（上海）有限公司 

江蘇藤倉亨通光電有限公司 

１ 連結の範囲に関する事項 

 連結子会社は63社である。 

西日本電線株式会社 

米沢電線株式会社 

第一電子工業株式会社 

株式会社東北フジクラ 

株式会社青森ディーディーケイ 

藤倉エネシス株式会社 

株式会社フジクラコンポーネンツ 

株式会社フジクララインテック 

協栄線材株式会社 

沼津熔銅株式会社 

フジクラプレシジョン株式会社 

シスコム株式会社 

藤倉商事株式会社 

フジクラ開発株式会社 

株式会社ケーブルネット鈴鹿 

株式会社フジクラテレコム 

株式会社スズキ技研 

プレシジョンファイバオプティクス株式

会社 

株式会社シンシロケーブル 

株式会社青森フジクラ金矢 

フジクラ物流株式会社 

株式会社シグマ・リンクス 

フジサービス株式会社 

株式会社フジクラアカウンティングサー

ビス 

株式会社フジクラ情報システム 

富士資材加工株式会社 

株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 

株式会社フジデン 

Fujikura（Thailand）Ltd.、PCTT Ltd. 

LTEC Ltd.、DDK（Thailand）Ltd. 

珠海藤倉電装有限公司 

Fujikura Federal Cables Sdn.Bhd. 

Fujikura Asia Ltd.、FIMT Ltd. 

Fujikura Hong Kong Ltd. 

Fujikura Europe Ltd. 

Fujikura Malaysia Sdn.Bhd. 

United States Alumoweld Company LLC. 

Fujikura America,Inc. 

Fujikura Richard Manufacturing Inc. 

Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd. 

藤倉電子（上海）有限公司 

第一電子工業（昆山）有限公司 

Yoneden（Thailand） Ltd. 

第一電子工業（上海）有限公司 

江蘇藤倉亨通光電有限公司 

１ 連結の範囲に関する事項 

 連結子会社は56社である。 

西日本電線株式会社 

米沢電線株式会社 

第一電子工業株式会社 

株式会社東北フジクラ 

株式会社青森ディーディーケイ 

藤倉エネシス株式会社 

株式会社フジクラコンポーネンツ 

株式会社フジクララインテック 

協栄線材株式会社 

沼津熔銅株式会社 

フジクラプレシジョン株式会社 

シスコム株式会社 

藤倉商事株式会社 

フジクラ開発株式会社 

株式会社ケーブルネット鈴鹿 

株式会社フジクラテレコム 

株式会社スズキ技研 

プレシジョンファイバオプティクス株式

会社 

株式会社シンシロケーブル 

株式会社青森フジクラ金矢 

フジクラ物流株式会社 

株式会社シグマ・リンクス 

フジサービス株式会社 

株式会社フジクラアカウンティングサー

ビス 

株式会社フジクラ情報システム 

富士資材加工株式会社 

株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 

株式会社フジデン 

Fujikura（Thailand）Ltd.、PCTT Ltd. 

LTEC Ltd.、DDK（Thailand）Ltd. 

珠海藤倉電装有限公司 

Fujikura Federal Cables Sdn.Bhd. 

Fujikura Asia Ltd.、FIMT Ltd. 

Fujikura Hong Kong Ltd. 

Fujikura Europe Ltd. 

Fujikura Malaysia Sdn.Bhd. 

United States Alumoweld Company LLC. 

Fujikura America,Inc. 

Fujikura Richard Manufacturing Inc. 

Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd. 

藤倉電子（上海）有限公司 

第一電子工業（昆山）有限公司 

Yoneden（Thailand） Ltd. 

第一電子工業（上海）有限公司 

江蘇藤倉亨通光電有限公司 

 



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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

America Fujikura Ltd. 

AFL Telecommunications Holdings LLC. 

AFL Telecommunications LLC. 

AFL Telecommunicationes de Mexico, 

S.de R.L.de C.V. 

AFL Telecommunications Europe Ltd（U

K）. 

AFL Network Services LLC. 

Noyes Fiber Systems LLC. 

  

 第一電子工業（上海）有限公司、江蘇藤

倉亨通光電有限公司については、重要性が

増したことにより当中間連結会計期間より

連結の範囲に含めている。 

 株式会社青森フジクラについては清算結

了により連結子会社から除外している。 

 Fujikura USA,Inc.は経営統合により連

結子会社から除外している。 

 Fujikura Technology America Company 

LLC、株式会社フジ工営など連結の範囲か

ら除外した子会社はいずれも小規模であ

り、これらの子会社の総資産合計、売上高

合計、中間純利益及び利益剰余金等は中間

連結総資産、中間連結売上高、中間連結純

利益及び中間連結利益剰余金等に対する割

合がいずれも軽微であり、全体としても中

間連結財務諸表に重要な影響を与えていな

い。 

America Fujikura Ltd. 

AFL Telecommunications Holdings LLC. 

AFL Telecommunications LLC. 

AFL Telecommunicationes de Mexico, 

S.de R.L.de C.V. 

AFL Telecommunications Europe Ltd（U

K）. 

AFL Network Services LLC. 

Noyes Fiber Systems LLC. 

長春藤倉美鋁電装有限公司 

米沢（番禺）電線有限公司  

藤倉電子（無錫）有限公司 

Fujikura SHS Ltd.  

Fujikura Automotive America LLC. 

Fujikura Automotive Holdings LLC. 

Fujikura Automotive Mexico,S.de R.

L. de C.V. 

Fujikura Resource Mexico,S. de R.L.d

e C.V. 

  

 米沢（番禺）電線有限公司、藤倉電子

（無錫）有限公司、Fujikura SHS Ltd.、

Fujikura Automotive America LLC.、

Fujikura Automotive Holdings LLC.、

Fujikura Automotive Mexico,S.de R.L. 

de C.V.、 Fujikura Resource Mexico,S. 

de R.L.de C.V.については、重要性が増し

たことにより当中間連結会計期間より連結

の範囲に含めている。 

 株式会社フジ工営など連結の範囲から除

外した子会社はいずれも小規模であり、こ

れらの子会社の総資産合計、売上高合計、

中間純利益及び利益剰余金等は中間連結総

資産、中間連結売上高、中間連結純利益及

び中間連結利益剰余金等に対する割合がい

ずれも軽微であり、全体としても中間連結

財務諸表に重要な影響を与えていない。 

America Fujikura Ltd. 

AFL Telecommunications Holdings LLC 

AFL Telecommunications LLC. 

AFL Telecommunicationes de Mexico, 

S.de R.L.de C.V. 

AFL Telecommunications Europe Ltd（U

K）. 

AFL Network Services LLC. 

Noyes Fiber Systems LLC. 

長春藤倉美鋁電装有限公司 

  

長春藤倉美鋁電装有限公司については、新

規設立により当連結会計年度から連結の範

囲に含めている。 

第一電子工業（上海）有限公司ついては、

生産設備増強に伴う増資により規模が拡大

したことにより当連結会計年度から連結の

範囲に含めている。 

 江蘇藤倉亨通光電有限公司については、

重要性が増したことにより当連結会計年度

より連結の範囲に含めている。 

 株式会社青森フジクラについては清算結

了により連結子会社から除外している。 

 Fujikura USA,Inc.は経営統合により連

結子会社から除外している。 

 株式会社フジ工営など連結の範囲から除

外した子会社はいずれも小規模であり、こ

れらの子会社の総資産合計、売上高合計、

当期純利益及び利益剰余金等は連結総資

産、連結売上高、当期連結純利益及び連結

利益剰余金等に対する割合がいずれも軽微

であり、全体としても連結財務諸表に重要

な影響を与えていない。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社及び関連会社のうち、以下

の会社に対する投資については持分法を適

用している。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社及び関連会社のうち、以下

の会社に対する投資については持分法を適

用している。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社及び関連会社のうち、以下

の会社に対する投資については持分法を適

用している。 

持分法を適用した会社 

非連結子会社数１社 

関連会社数８社 

持分法を適用した会社 

関連会社数８社 

持分法を適用した会社 

関連会社数８社 

主要会社名 

藤倉化成株式会社 

藤倉ゴム工業株式会社 

 株式会社フジ工営など持分法を適用しな

い会社は、それぞれ中間連結純利益及び中

間連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体的にも重要性に乏しく、中

間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ない。 

 なお、持分法適用会社のうち中間決算日

が中間連結決算日と異なる会社について

は、当該会社の中間会計期間に係る中間財

務諸表を使用している。 

主要会社名 

藤倉化成株式会社 

藤倉ゴム工業株式会社 

 株式会社フジ工営など持分法を適用しな

い会社は、それぞれ中間連結純利益及び中

間連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体的にも重要性に乏しく、中

間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ない。 

 なお、持分法適用会社のうち中間決算日

が中間連結決算日と異なる会社について

は、当該会社の中間会計期間に係る中間財

務諸表を使用している。 

主要会社名 

藤倉化成株式会社 

藤倉ゴム工業株式会社 

 Fujikura Technology America Company 

LLC.については、清算により持分法の適用

から除外している。   

 株式会社フジ工営など持分法を適用しな

い会社は、それぞれ連結純利益及び連結利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体的にも重要性に乏しく、連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていない。 

 なお、持分法適用会社のうち決算日が連

結決算日と異なる会社については、当該会

社の直近事業年度に係る財務諸表を使用し

ている。 

 



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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

 連結子会社のうち、 

Fujikura（Thailand）Ltd. 

PCTT Ltd. 

LTEC Ltd. 

DDK（Thailand）Ltd. 

珠海藤倉電装有限公司 

Fujikura Asia Ltd. 

FIMT Ltd. 

Fujikura Hong Kong Ltd. 

Fujikura Europe Ltd. 

Fujikura Malaysia Sdn.Bhd. 

United States Alumoweld Company LLC. 

Fujikura America,Inc. 

Fujikura Richard Manufacturing Inc. 

Fujikura Federal Cables Sdn.Bhd. 

Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd. 

藤倉電子（上海）有限公司 

第一電子工業（昆山）有限公司 

Yoneden（Thailand） Ltd. 

第一電子工業（上海）有限公司 

江蘇藤倉亨通光電有限公司 

America Fujikura Ltd. 

AFL Telecommunications Holding LLC. 

AFL Telecommunicationes de Mexico, S. 

de R.L. de C.V. 

AFL Telecommunications LLC. 

AFL Telecommunications Europe Ltd（U

K）. 

AFL Network Services LLC. 

Noyes Fiber Systems LLC. 

の中間決算日は６月30日である。中間連結

財務諸表の作成にあたっては同日現在の中

間財務諸表を使用し、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引については連結上、

必要な調整を行っている。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

 連結子会社のうち、 

Fujikura（Thailand）Ltd. 

PCTT Ltd. 

LTEC Ltd. 

DDK（Thailand）Ltd. 

珠海藤倉電装有限公司 

Fujikura Asia Ltd. 

FIMT Ltd. 

Fujikura Hong Kong Ltd. 

Fujikura Europe Ltd. 

Fujikura Malaysia Sdn.Bhd. 

United States Alumoweld Company LLC. 

Fujikura America,Inc. 

Fujikura Richard Manufacturing Inc. 

Fujikura Federal Cables Sdn.Bhd. 

Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd. 

藤倉電子（上海）有限公司 

第一電子工業（昆山）有限公司 

Yoneden（Thailand） Ltd. 

第一電子工業（上海）有限公司 

江蘇藤倉亨通光電有限公司 

America Fujikura Ltd. 

AFL Telecommunications Holding LLC. 

AFL Telecommunicationes de Mexico, S. 

de R.L. de C.V. 

AFL Telecommunications LLC. 

AFL Telecommunications Europe Ltd（U

K）. 

AFL Network Services LLC. 

Noyes Fiber Systems LLC. 

長春藤倉美鋁電装有限公司 

米沢（番禺）電線有限公司  

藤倉電子（無錫）有限公司 

Fujikura SHS Ltd. 

Fujikura Automotive America LLC. 

Fujikura Automotive Holdings LLC. 

Fujikura Automotive Mexico,S.de R.L. d

e C.V. 

Fujikura Resource Mexico,S. de R.L.de 

C.V. の中間決算日は６月30日である。 

中間連結財務諸表の作成にあたっては従

来、同日現在の中間財務諸表を使用し、中

間連結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては連結上、必要な調整を行ってい

た。当中間連結会計期間より連結財務情報

開示のより一層の適正化を図るため、中間

連結決算日現在で実施した本決算に準じた

仮決算に基づく財務諸表を使用している。 

この変更による影響額については、中間連

結株主資本等変動計算書においては平成18

年1月1日から3月31日までの会計期間にか

かる利益剰余金の増加高4,133百万円を

「連結子会社の会計期間変更による利益剰

余金の増加高」に表示している。中間連結

キャッシュ・フロー計算書においては、同

期間に係る現金及び現金同等物の増加額

3,284百万円を「連結子会社の会計期間変

更による現金及び現金同等物の増加額」に

表示している。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

 連結子会社のうち、 

Fujikura（Thailand）Ltd. 

PCTT Ltd. 

LTEC Ltd. 

DDK（Thailand）Ltd. 

珠海藤倉電装有限公司 

Fujikura Asia Ltd. 

FIMT Ltd. 

Fujikura Hong Kong Ltd. 

Fujikura Europe Ltd. 

Fujikura Malaysia Sdn.Bhd. 

United States Alumoweld Company LLC. 

Fujikura America,Inc. 

Fujikura Richard Manufacturing Inc. 

Fujikura Federal Cables Sdn.Bhd. 

Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd. 

藤倉電子（上海）有限公司 

第一電子工業（昆山）有限公司 

Yoneden（Thailand） Ltd. 

第一電子工業（上海）有限公司 

江蘇藤倉亨通光電有限公司 

America Fujikura Ltd. 

AFL Telecommunications Holding LLC. 

AFL Telecommunicationes de Mexico, S. 

de R.L. de C.V. 

AFL Telecommunications LLC 

AFL Telecommunications Europe Ltd（U

K）. 

AFL Network Services LLC. 

Noyes Fiber Systems LLC. 

長春藤倉美鋁電装有限公司 

の決算日は12月31日である。連結財務諸表

の作成にあたっては同日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については連結上、必要な調整を行っ

ている。 

 



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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

有価証券 

  

  

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 

有価証券 

  

  

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 

有価証券 

満期保有目的の債券… 

償却原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの… 

中間連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売却

原価は主として移動平均法によ

り算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの… 

中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移動

平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの… 

連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価

は主として移動平均法により算

定） 

時価のないもの… 

主として移動平均法による原価

法 

時価のないもの… 

同左 

時価のないもの… 

同左 

デリバティブ…時価法 

たな卸資産 

原材料の銅… 

主として後入先出法による低価

法 

デリバティブ…同左 

たな卸資産 

原材料の銅… 

同左 

デリバティブ…同左 

たな卸資産 

原材料の銅… 

同左 

上記以外のたな卸資産… 

主として総平均法（月別）によ

る原価法 

上記以外のたな卸資産… 

同左 

上記以外のたな卸資産… 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産… 

主として定率法。 

但し、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用している。 

なお、主な資産の耐用年数は以下の

とおりである。 

建物   主として   50年 

機械装置 主として ８～10年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産… 

同左 

  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産… 

同左 

  

無形固定資産… 

主として定額法。 

無形固定資産… 

同左 

無形固定資産… 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金… 

金銭債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上して

いる。 

(3）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金… 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金… 

同左 

 



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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

退職給付引当金… 

従業員の退職給付に備えるため、主

として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

計上している。 

なお、過去勤務債務については発生

時から従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数（主として17年）によ

る定額法により費用処理する方法を

採用している。また、数理計算上の

差異については発生の翌連結会計年

度から従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（主として17年）に

よる定額法により費用処理する方法

を採用している。 

退職給付引当金… 

従業員の退職給付に備えるため、主

として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

計上している。 

なお、過去勤務債務については発生

時から従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数（主として16年）によ

る定額法により費用処理する方法を

採用している。また、数理計算上の

差異については発生の翌連結会計年

度から従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（主として16年）に

よる定額法により費用処理する方法

を採用している。 

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、

当連結会計年度末において発生して

いると認められる額を計上してい

る。 

なお、過去勤務債務については発生

時から従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数（主として17年）によ

る定額法により費用処理する方法を

採用している。また、数理計算上の

差異については発生の翌連結会計年

度から従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（主として17年）に

よる定額法により費用処理する方法

を採用している。 

役員退職慰労引当金… 

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、会社内規による中間期末要支給

額を計上している。 

なお、当社及び一部の連結子会社

は、平成17年６月の定時株主総会を

もって、役員退職慰労金制度を廃止

した。当該総会までの期間に対応す

る役員退職慰労金相当額（580百万

円）については「その他の固定負

債」に含めて表示している。 

役員退職慰労引当金… 

一部の連結子会社は、役員の退職慰

労金の支出に備えるため、会社内規

による中間期末要支給額を計上して

いる。 

  

役員退職慰労引当金… 

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、会社内規による期末要支給額を

計上している。 

なお、当社及び一部の連結子会社

は、平成17年６月の定時株主総会を

もって、役員退職慰労金制度を廃止

した。当該総会までの期間に対応す

る役員退職慰労金相当額（580百万

円）については「その他の固定負

債」に含めて表示している。 

修繕引当金… 

熔解炉の修繕費用の支出に備えるた

め、中間連結会計期間の生産量に応

じた額を見積り計上している。 

     ―――――― 

     ―――――― 

修繕引当金… 

同左 

投資損失引当金… 

関係会社株式の価値の減少による損失

に備えるため、投資先の財政状態等を

勘案し、必要額を計上している。 

     ―――――― 

修繕引当金… 

熔解炉の修繕費用の支出に備えるた

め、年間生産量に応じた額を見積り

計上している。 

投資損失引当金… 

関係会社株式の価値の減少による損

失に備えるため、投資先の財政状態

等を勘案し、必要額を計上してい

る。 

債務保証損失引当金… 

債務保証の損失に備えるため、被債

務保証会社の財政状態等を勘案し、

必要額を計上している。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、主として

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっている。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 



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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

（外貨建売上取引等） 

為替予約が外貨建売上取引の前に締

結されているものは、外貨建取引及

び金銭債権に為替予約相場による円

換算額を付す。なお、外貨建の予定

取引については為替予約を時価評価

したことによる評価差額を貸借対照

表に繰延ヘッジ損益として繰延べて

いる。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

（外貨建売上取引等） 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

（外貨建売上取引等） 

同左 

（借入金の変動金利） 

金利スワップの特例処理の要件を満

たしている場合は、特例処理を採用

している。 

（借入金の変動金利） 

同左 

（借入金の変動金利） 

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   ヘッジ対象 

為替予約等   外貨建金銭債

権債務及び外

貨建予定取引 

金利スワップ   借入金の変動

金利 

同左 同左 

③ ヘッジ方針 

 外貨建取引における為替変動リスク

及び一部の借入金における金利変動リ

スクについてヘッジする。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッ

ジ対象の変動額の累計額を比較して有

効性の判定を行っている。 

 ただし、特例処理によっている金利

スワップについては、有効性の評価を

省略している。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

      同左 

  

④ ヘッジ有効性評価の方法 

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 

① 消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理方

法は、税抜方式を採用している。 

(6）その他中間連結財務諸表作成のための

重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

① 消費税等の会計処理方法 

同左 

② 中間連結会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当期において予

定している利益処分による固定資産圧

縮積立金、海外投資等損失準備金及び

特別償却準備金の積立て及び取崩しを

前提として、当中間連結会計期間に係

る金額を計算している。 

② 中間連結会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当期において予

定している固定資産圧縮積立金、海外

投資等損失準備金及び特別償却準備金

の積立て及び取崩しを前提として、当

中間連結会計期間に係る金額を計算し

ている。  

②     

 

      ――――― 

   

③ 連結納税制度の適用 

 当中間連結会計期間から連結納税制

度を適用している。 

③ 連結納税制度の適用  

連結納税制度を適用している。  

③ 連結納税制度の適用  

当連結会計年度から連結納税制度を適

用している。 

 



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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資か

らなる。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資から

なる。 



   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 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 ─────── 

  

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５

号 平成17年12月９日）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

業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）を適用している。 

これまでの資本の部の合計に相当

する金額は237,194百万円である。

なお、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、中間連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成して

いる。  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  ─────── 

  



（表示方法の変更） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

  
―――――  

  

 （中間連結貸借対照表）  

１ 流動資産の「繰延税金資産」（当中間連結会計期間

4,875百万円）については、金額的重要性が乏しく

なったため、流動資産の「その他」に含めて表示し

ている。  

  

２ 投資その他の資産の「繰延税金資産」（当中間連結

会計期間5,985百万円）については、金額的重要性

が乏しくなったため、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示している。  

  

３ 流動負債の「コマーシャル・ペーパー」（当中間連  

結会計期間3,000百万円）については、金額的重要

性が乏しくなったため、流動負債の「その他」に含

めて表示している。  

（中間連結損益計算書） 

１ 営業外費用の「製品補修費用」（当中間連結会計期

間107百万円）については、金額的重要性が乏しくな

ったため、営業外費用の「その他」に含めて表示し

ている。 

（中間連結損益計算書） 

１ 営業外費用の「固定資産撤去移設費」については、

金額的重要性が増したため区分掲記している。なお

前中間連結会計期間の「固定資産撤去移設費」の金

額は140百万円であり、営業外費用の「その他」に含

めて表示している。 

２ 営業外費用の「休止設備減価償却費」（当中間連結

会計期間101百万円）については、金額的重要性が乏

しくなったため、営業外費用の「その他」に含めて

表示している。 

２ 特別損失の「事業構造改善費用」については金額的

重要性が増したため区分掲記している。なお前中間

連結会計期間の「事業構造改善費用」の金額は18百

万円であり、特別損失の「その他」に含めて表示し

ている。 

３ 特別損失の「事業構造改善費用」（当中間連結会計

期間18百万円）については、金額的重要性が乏しく

なったため、特別損失の「その他」に含めて表示し

ている。 

３ 特別損失の「固定資産撤去整備費」については金額

的重要性が増したため区分掲記している。なお前中

間連結会計期間の「固定資産撤去整備費」の金額は

36百万円であり、特別損失の「その他」に含めて表

示している。 

  ４  特別損失の「貸倒引当金繰入額」（当中間連結会計

期間0百万円）については、金額的重要性が乏しくな

ったため、特別損失の「その他」に含めて表示して

いる。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 

  

有形固定資産の減価償却累計額 

243,819百万円 

※１ 

  

有形固定資産の減価償却累計額 

263,685百万円 

※１ 

  

有形固定資産の減価償却累計額 

250,422百万円 

  

  

有形固定資産の減損損失累計額 

4,541百万円 

  

  

有形固定資産の減損損失累計額 

5,660百万円 

  

  

有形固定資産の減損損失累計額 

5,334百万円 

※２ 建物735百万円、機械装置1,093百万

円、土地836百万円を長期借入金557百

万円、短期借入金450百万円の担保に

供している。これらの資産は工場財団

を組成している。 

※２ 建物729百万円、機械装置1,135百万

円、土地836百万円を長期借入金425百

万円、短期借入金300百万円の担保に

供している。これらの資産は工場財団

を組成している。 

※２ 建物710百万円、機械装置1,032百万

円、土地836百万円を長期借入金491百

万円、短期借入金300百万円の担保に

供している。これらの資産は工場財団

を組成している。 

※３ 投資有価証券452百万円、建物251百万

円、土地1,062百万円を長期借入金10

百万円、短期借入金20百万円、その他

の流動負債1,021百万円、その他の固

定負債6,723百万円の担保に供してい

る。 

※３ 投資有価証券374百万円、建物228百万

円、土地1,062百万円を短期借入金160

百万円、その他の流動負債67百万円、

その他の固定負債7,705百万円の担保

に供している。 

※３ 投資有価証券429百万円、建物261百万

円、土地1,062百万円を、短期借入金 

 170百万円、その他の流動負債67百万

円、その他の固定負債7,687百万円の

担保に供している。 

※４ このうち、連結調整勘定が266百万円

含まれている。 

※４ このうち、のれんが251百万円含まれ

ている。 

※４ このうち、連結調整勘定が223百万円

含まれている。 

５ 

  

偶発債務 

下記の会社等に対し、債務保証等を行

っている。 

５ 

  

偶発債務 

下記の会社等に対し、債務保証等を行

っている。 

５ 

  

偶発債務 

下記の会社等に対し、債務保証等を行

っている。 

  （保証先） （主な種類） （金額） 

㈱ビスキャ

ス 
銀行借入金 3,436百万円 

従業員(財

形融資) 
銀行借入金 1,429  

米沢(香港)

有限公司 
銀行借入金 859  

藤倉電子

(無錫)有限

公司 

銀行借入金 633  

米沢(番禺)

電線有限公

司 

銀行借入金 549  

㈱三興 営業取引債務 170  

東京ベイネ

ットワーク

㈱ 

銀行借入金 168  

藤倉貿易

(上海)有限

公司 

銀行借入金 167  

㈱ジャパン

リーコム 
銀行借入金 75  

その他３社 銀行借入金 99  

  合計 7,589  

  （保証先）（主な種類） （金額） 

㈱ビスキャ

ス 
銀行借入金 4,148 百万円

従業員(財

形融資） 
銀行借入金 1,234   

上海上纜藤

倉電纜有限

公司 

銀行借入金 358   

藤倉模具上

海有限公司
銀行借入金 231   

㈱三興 営業取引債務 170   

上海南洋藤

倉電纜有限

公司 

銀行借入金 111   

㈱ジャパン

リーコム 
銀行借入金 75   

Nishiden

(Malaysia)

Sdn.Bhd. 

銀行借入金 25   

その他３社 銀行借入金 91   

  合計 6,446  

  （保証先） （主な種類） （金額） 

㈱ビスキャ

ス 
銀行借入金 3,547 百万円

米沢(番禺)

電線有限公

司 

銀行借入金 1,485   

従業員(財

形融資) 
銀行借入金 1,339   

藤倉電子

(無錫)有限

公司 

銀行借入金 554   

米沢電線

（昆山）有

限公司 

銀行借入金 244   

上海上纜藤

倉電纜有限

公司 

銀行借入金 175   

㈱三興 営業取引債務 170   

東京ベイネ

ットワーク

㈱ 

銀行借入金 149   

㈱ジャパン

リーコム 

銀行借入金 75   

Nishiden

(Malaysia)

Sdn.Bhd. 

銀行借入金 31   

  合計 7,774  

 ６        

  

  

  

  

           ――――― 

 ６ 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間

の末日は金融機関が休日であったが、

満期日に決済が行われたものとして処

理している。当中間連結会計期間末日

満期手形の金額は、次のとおりであ

る。 

 受取手形    2,025百万円 

 支払手形    2,854百万円 

 建設関係支払手形 130百万円 

（注）建設関係支払手形は流動負債の

「その他」に含めて表示している。 

 ６      

  

  

  

  

          ――――― 



（中間連結損益計算書関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

――――― 
※１ 事業構造改善費用の内訳は、設備撤去移

設費用55百万円等である。 
        ――――― 

※２ 固定資産売却損393百万円の内訳は建

物287百万円、土地106百万円である。 

※２ 固定資産売却損40百万円の内訳は、土

地40百万円である。 

※２ 固定資産売却損400百万円の内訳は建物

 287百万円、土地113百万円である。 

――――― 

※３ 当中間連結会計期間において、減損損失

を計上した主な資産は以下の通りである。

※３ 当連結会計年度において、減損損失を

計上した主な資産は以下の通りであ

る。 

  

  

①  

 場所  佐倉事業所（千葉県佐倉市） 

① 

場所  株式会社シグマ・リンクス（東

京都八王子市） 

  用途  メタルケーブル製造設備  用途  光機器製造設備及び営業権 

   種類  機械装置 種類  営業権、工具器具及び備品 他 

      ――――― 

  

 減損損失 

機械装置168百万円 

減損損失 

営業権400百万円、工具器具及

び備品他353百万円、計753百万

円 

  

  

減損損失の認識に至った経緯  

遊休並びに帳簿価額に比較して市

場価額が著しく下落したため。  

減損損失の認識に至った経緯 

経営環境が悪化したため。 

  

  

回収可能価額  

正味売却価額  

回収可能価額 

正味売却価額 

  

  

 回収可能価額の算出方法 

他への転用や売却が困難であるこ

とから０円としている。  

回収可能価額の算出方法 

他への転用や売却が困難である

ことから０円としている。 

  

  

 （グルーピングの方法）  

他の資産又は資産グループのキャッシ

ュ・フローから概ね独立したキャッシ

ュ・フローを生み出す単位として事業部

品種別にグルーピングを行った。  

② 

場所  第一電子工業株式会社（茨城県

真壁郡） 

    用途  遊休他 

    種類  建物他、土地 

  

  

  

  

減損損失 

建物他255百万円、土地93百万

円、計349百万円 

  

  

  

  

減損損失の認識に至った経緯 

遊休並びに帳簿価額に比較して

市場価額が著しく下落したた

め。 

  

  

  

  

回収可能価額 

正味売却価額 

  

  

  

  

回収可能価額の算出方法 

不動産鑑定値等。 

 



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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

  

  

  

③ 

場所  藤倉商事株式会社（千葉県松戸

市、佐倉市、埼玉県春日部市） 

    用途  賃貸施設 

    種類  土地、建物 

  

  ――――― 

  

  ――――― 

減損損失 

土地149百万円、建物129百万

円、計278百万円 

  

  

  

  

減損損失の認識に至った経緯 

使用目的を賃貸施設に変更し、

また、帳簿価額に比較して市場

価値が著しく下落したため。 

  

  

  

  

回収可能価額 

使用価値 

  

  

  

  

回収可能価額の算出方法 

割引率6.87％ 

  

  

  

  

（グルーピングの方法） 

 他の資産又は資産グループのキャッシ

ュ・フローから概ね独立したキャッシ

ュ・フローを生み出す単位として事業部

品種別にグルーピングを行った。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 （注） １.普通株式の自己株式数の増加82千株は、単元未満株式の買取による増加59千株、持分法適用会社が取得した

自己株式（当社株式）の当社帰属分23千株である。 

     ２.普通株式の自己株式数の減少2千株は、主に単元未満株式の売渡による減少2千株である。 

 当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 １.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 

 
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 376,263 ― ― 376,263 

合計 376,263 ― ― 376,263 

自己株式     

普通株式 （注）１.２. 276 82 2 356 

合計 276 82 2 356 

 ２.配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 
 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 2,256 6 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

  （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの  

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月６日 

取締役会 
普通株式 1,880 利益剰余金 5 平成18年９月30日 平成18年12月５日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 16,646百万円

現金及び現金同等物 16,646百万円

現金及び預金勘定 24,936百万円

現金及び現金同等物 24,936百万円

現金及び預金勘定 25,353百万円

現金及び現金同等物 25,353百万円



（リース取引関係） 

次へ 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 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（借主側） 

１ 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（借主側） 

１ 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（借主側） 

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、減損損失累計額相当

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、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 

    

工具器

具備品 

(百万円) 

  
その他 

(百万円) 
  
合計 

(百万円) 

取得価額

相当額 
  2,823   604   3,428 

減価償却

累計額相

当額 

  1,537   265   1,802 

中間期末

残高相当

額 

  1,286   339   1,626 

   

工具器

具備品 

(百万円)

 
その他 

(百万円)
 
合計 

(百万円)

取得価額

相当額 
 2,648  609  3,258 

減価償却

累計額相

当額 

 1,621  325  1,947 

減損損失

累計額相

当額 

 21  ―  21 

中間期末

残高相当

額 

 1,005  283  1,289 

   

工具器

具備品 

(百万円) 

  
その他 

(百万円) 
  
合計 

(百万円)

取得価額

相当額 
 3,032   619   3,652 

減価償却

累計額相

当額 

 1,750   306   2,056 

減損損失

累計額相

当額 

 21   ―   21 

期末残高

相当額 
 1,261   313   1,574 

 なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定している。 

同左  なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定している。 

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等 

  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等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 670百万円 

１年超 955 

合計 1,626 

１年内 590百万円 

１年超 717 

合計 1,308 

１年内 686百万円 

１年超 909 

合計 1,595 

  

  

 なお、未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末残高

が、有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定している。 

 リース資産減損勘定中間期末残高 

   18百万円 

同左 

リース資産減損勘定期末残高 

   21百万円 

 なお、未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が、有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定してい

る。 

③ 支払リース料、減価償却費相当額 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額及び減価償却費相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

減損損失 

支払リース料 382百万円 

減価償却費相当額 382百万円 

支払リース料 371百万円 

リース資産減損勘定

取崩額 

2百万円 

減価償却費相当額 371百万円 

支払リース料 776百万円 

減価償却費相当額 776百万円 

減損損失 21百万円 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  （百万円）

区分 取得原価 
中間連結貸借対照表計
上額 

差額 

株式 18,508 44,203 25,695 

その他 － － － 

合計 18,508 44,203 25,695 

  （百万円）

区分 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券   

非上場株式 3,979 

  （百万円）

区分 取得原価 
中間連結貸借対照表計
上額 

差額 

株式 18,977 50,011 31,034 

その他 ― ― ― 

合計 18,977 50,011 31,034 

  （百万円）

区分 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券   

非上場株式 3,849 



前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 （注）１ 時価の算定方法……先物相場を使用している。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、注記の対象から除いている。 

  （百万円）

区分 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

株式 18,623 52,567 33,943 

その他 ― ― ― 

合計 18,623 52,567 33,943 

  （百万円）

区分 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券   

非上場株式 3,849 

  （百万円）

対象物の種類 取引の種類 契約額等 
契約額等のうち
１年超 

時価 評価損益 

通貨 為替予約取引         

  売建 2,084 － 2,148 △64 

  買建 4,258 － 4,307 48 

商品 先渡取引         

  買建 2,887 － 3,280 393 



当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 （注）１ 時価の算定方法……先物相場を使用している。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、注記の対象から除いている。 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 （注）１ 時価の算定方法……先物相場を使用している。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、注記の対象から除いている。 

  （百万円）

対象物の種類 取引の種類 契約額等 
契約額等のうち
１年超 

時価 評価損益 

通貨 為替予約取引         

  売建 2,581 ― 2,577 3 

  買建 5,022 ― 5,034 12 

商品 先渡取引         

  買建 10,682 70 11,841 1,158 

  （百万円）

対象物の種類 取引の種類 契約額等 
契約額等のうち
１年超 

時価 評価損益 

通貨 

為替予約取引         

売建         

タイバーツ 1,636 ― 1,638 △2 

米ドル 81 ― 81 △0 

買建         

米ドル 5,984 ― 6,030 45 

合計 7,701 ― 7,750 43 

商品 先渡取引         

  買建 4,519 ― 5,713 1,193 

合計 4,519 ― 5,713 1,193 



（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17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分をベースに、製造方法・製造過程並びに使用目的及び販売

方法の類似性を考慮して区分している。 

２ 各事業区分の主要製品 

３ 営業費用はすべて各セグメントに配賦している。 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分をベースに、製造方法・製造過程並びに使用目的及び販売

方法の類似性を考慮して区分している。 

  （百万円）

  情報通信 電子電装 
エネルギ
ー関連 

その他 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
46,680 84,224 78,162 6,479 215,546   215,546 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
72 80 33 6,811 6,997 (6,997) ― 

計 46,752 84,304 78,196 13,291 222,544 (6,997) 215,546 

営業費用 43,954 74,345 78,397 11,671 208,369 (6,960) 201,408 

営業利益又は営業損失 

（△） 
2,797 9,959 △201 1,619 14,175 (37) 14,137 

事業区分 主要品種 

情報通信 
光ファイバ、通信ケーブル・光ケーブル、通信部品・光部品、光関連

機器、ネットワーク機器、工事等 

電子電装 
プリント配線板、電子ワイヤ、メンブレンスイッチ、ハードディスク

用部品、自動車用ワイヤハーネス、各種コネクタ等 

エネルギー関連 電力ケーブル、被覆線、アルミ線・裸線、付属品・工事、巻線等 

その他 不動産事業他 

  （百万円）

  情報通信 電子電装 
ケーブ
ル・機器
関連 

その他 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
57,116 119,808 130,731 8,365 316,021   316,021 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
83 62 1,803 4,747 6,696 (6,696) ― 

計 57,199 119,871 132,534 13,113 322,717 (6,696) 316,021 

営業費用 50,122 111,132 129,383 11,512 302,150 (6,710) 295,439 

営業利益 

  
7,076 8,739 3,150 1,600 20,567 14 20,582 



２ 各事業区分の主要製品 

３ 営業費用はすべて各セグメントに配賦している。 

    ４ 事業区分の変更 

従来、事業区分は「情報通信」、「電子電装」、「エネルギー関連」、「その他」としていたが、当中間連

結会計期間より「情報通信」、「電子電装」、「ケーブル・機器関連」、「その他」に変更した。 

この変更は当社において平成18年4月1日付けで、産業電線・通信メタルケーブル・裸線品種を再編・集約し

「メタルケーブル事業部」を発足させたことに伴い、当社グループにおいてケーブル・機器関連事業を再構

築し、事業展開をしていく上で事業の実態をより適正に表示するために行ったものである。 

なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を当中間連結会計期間において用いた事業

区分の方法により区分すると次のようになる。 

前中間連結会計期間（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17年４月１日 至平成18年３月31日） 

事業区分 主要品種 

情報通信 
光ファイバ、光ケーブル、通信部品・光部品、光関連機器、ネットワ

ーク機器、工事等 

電子電装 
プリント配線板、電子ワイヤ、メンブレンスイッチ、ハードディスク

用部品、自動車用ワイヤハーネス、各種コネクタ等 

ケーブル・機器関連 
電力ケーブル、通信ケーブル、被覆線、アルミ線・裸線、付属品・工

事、巻線等 

その他 不動産事業他 

  （百万円）

  情報通信 電子電装 
ケーブ
ル・機器
関連 

その他 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
41,224 84,224 83,617 6,479 215,546   215,546 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
50 80 127 6,811 7,069 (7,069) ― 

計 41,275 84,304 83,744 13,291 222,616 (7,069) 215,546 

営業費用 38,349 74,345 84,074 11,671 208,441 (7,032) 201,408 

営業利益又は営業損失 

（△） 
2,925 9,959 △329 1,619 14,175 (37) 14,137 

  （百万円）

  情報通信 電子電装 
ケーブ
ル・機器
関連 

その他 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
100,351 197,635 191,544 13,558 503,090   503,090 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
194 142 398 15,236 15,971 (15,971) ― 

計 100,546 197,778 191,942 28,794 519,061 (15,971) 503,090 

営業費用 91,140 173,061 189,797 25,724 479,724 (15,994) 463,729 

営業利益 

  
9,405 24,716 2,145 3,069 39,337 23 39,360 



前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分をベースに、製造方法・製造過程並びに使用目的及び販売

方法の類似性を考慮して区分している。 

２ 各事業区分の主要製品 

３ 営業費用はすべて各セグメントに配賦している。 

  （百万円）

  情報通信 電子電装 
エネルギ
ー関連 

その他 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
112,791 197,635 179,105 13,558 503,090   503,090 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
310 142 87 15,236 15,776 (15,776) ― 

計 113,101 197,778 179,192 28,794 518,866 (15,776) 503,090 

営業費用 104,126 173,061 176,617 25,724 479,529 (15,799) 463,729 

営業利益 

  
8,975 24,716 2,575 3,069 39,337 22 39,360 

事業区分 主要品種 

情報通信 
光ファイバ、通信ケーブル・光ケーブル、通信部品・光部品、光関連

機器、ネットワーク機器、工事等 

電子電装 
プリント配線板、電子ワイヤ、メンブレンスイッチ、ハードディスク

用部品、自動車用ワイヤハーネス、各種コネクタ等 

エネルギー関連 電力ケーブル、被覆線、アルミ線・裸線、付属品・工事、巻線等 

その他 不動産事業他 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 （注）１ 地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の主な内訳は次のとおりである。 

・アジア…タイ、シンガポール、マレーシア、中国 

・その他…アメリカ、イギリス 

３ 営業費用はすべて各セグメントに配賦している。 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）１ 地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の主な内訳は次のとおりである。 

・アジア…タイ、シンガポール、マレーシア、中国 

・その他…アメリカ、イギリス 

３ 営業費用はすべて各セグメントに配賦している。 

  （百万円）

  日本 アジア その他 計 
消去又は全
社 

連結 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 155,206 42,449 17,891 215,546   215,546 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
37,752 30,042 547 68,343 (68,343) ― 

計 192,958 72,491 18,439 283,889 (68,343) 215,546 

営業費用 184,642 67,259 17,635 269,537 (68,128) 201,408 

営業利益 8,316 5,232 803 14,352 (214) 14,137 

  （百万円）

  日本 アジア その他 計 
消去又は全
社 

連結 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 202,442 76,165 37,414 316,021   316,021 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
48,746 43,612 1,014 93,373 (93,373) ― 

計 251,188 119,777 38,428 409,394 (93,373) 316,021 

営業費用 236,482 115,740 36,608 388,831 (93,392) 295,439 

営業利益 14,705 4,037 1,820 20,563 18 20,582 



前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１ 地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の主な内訳は次のとおりである。 

・アジア…タイ、シンガポール、マレーシア、中国 

・その他…アメリカ、イギリス 

３ 営業費用はすべて各セグメントに配賦している。 

  （百万円）

  日本 アジア その他 計 
消去又は全
社 

連結 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 343,263 110,548 49,278 503,090   503,090 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
87,885 75,950 872 164,708 (164,708) ― 

計 431,149 186,499 50,150 667,799 (164.708) 503,090 

営業費用 405,847 172,892 49,012 627,752 (164,022) 463,729 

営業利益 25,301 13,606 1,138 40,046 (685) 39,360 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 （注）１ 地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の主な内訳は次のとおりである。 

・アジア…タイ、シンガポール、マレーシア、中国 

・その他…アメリカ、イギリス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）１ 地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の主な内訳は次のとおりである。 

・アジア…タイ、シンガポール、マレーシア、中国 

・その他…アメリカ、イギリス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 47,298 20,628 67,926 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 215,546 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
21.9 9.6 31.5 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 76,826 42,178 119,005 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 316,021 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
24.4 13.4 37.8 



前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１ 地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の主な内訳は次のとおりである。 

・アジア…タイ、シンガポール、マレーシア、中国 

・その他…アメリカ、イギリス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

（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、以下のとおりである。 

（重要な後発事象） 

 該当事項なし。 

(2）【その他】 

 該当事項なし。 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 117,959 53,028 170,987 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 503,090 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
23.4 10.5 34.0 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 518.68円

１株当たり中間純利益 18.67円

１株当たり純資産額 631.16円

１株当たり中間純利益 39.81円

１株当たり純資産額 583.95円

１株当たり当期純利益 65.53円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載していない。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載していない。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存

在しないため記載していない。 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益（百万円） 7,024 14,967 24,736 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
－ － 93 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (93) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
7,024 14,967 24,643 

普通株式の期中平均株式数（千株） 376,094 375,934 376,057 



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17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 

注記 

番号 金額（百万円） 

構成比

（％） 金額（百万円）

構成比

（％） 金額（百万円） 

構成比

（％）

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

  １ 現金及び預金   1,924  401  4,241  

  ２ 受取手形   5,532  3,963  4,872  

  ３ 売掛金   76,482  108,891  94,261  

  ４ たな卸資産   13,013  14,604  11,356  

  ５ 繰延税金資産   4,765  －  3,024  

  ６ 短期貸付金   16,633  21,359  16,553  

  ７ その他 ※４ 11,025  19,471  13,497  

  ８ 貸倒引当金   △131  －  －  

   流動資産合計   129,245 44.7 168,692 49.9 147,807 47.0 

Ⅱ 固定資産         

  １ 有形固定資産 ※１       

   (1）建物   23,471  23,815  24,101  

   (2）機械装置   10,822  10,936  10,275  

   (3）土地   9,387  9,290  9,290  

   (4）その他   5,939  4,770  4,920  

    有形固定資産合計   49,621  48,813  48,588  

  ２ 無形固定資産   1,795  1,616  1,665  

  ３ 投資その他の資産         

   (1）投資有価証券 ※２ 100,073  106,457  107,949  

   (2）その他   14,850  19,912  15,989  

   (3）投資損失引当金   △2,858  △3,226  △2,888  

   (4）貸倒引当金   △3,787  △4,181  △4,660  

    投資その他の資産合計   108,277  118,961  116,390  

   固定資産合計   159,694 55.3 169,390 50.1 166,644 53.0 

 資産合計   288,939 100.0 338,082 100.0 314,451 100.0 

 



    

前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 

注記 

番号 金額（百万円） 

構成比

（％） 金額（百万円）

構成比

（％） 金額（百万円） 

構成比

（％）

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

  １ 支払手形   3,255  4,704  3,565  

  ２ 買掛金   41,009  60,617  49,167  

  ３ 短期借入金   15,574  21,000  20,476  

  ４ コマーシャル・ 

      ペーパー   7,000  －  2,000  

  ５ 社債（１年以内償還）   －  20,000  10,000  

  ６ 未払法人税等    196  －  1,404  

  ７ 前受金    3,266  －  2,740  

  ８ 建設関係支払手形    1,731  －  1,907  

  ９ 建設関係未払金    2,742  －  3,969  

  10 その他    11,040  35,285  16,825  

   流動負債合計   85,817 29.7 141,608 41.9 112,056 35.6 

Ⅱ 固定負債         

  １ 社債   40,000  20,000  30,000  

  ２ 長期借入金  8,818  3,680  3,642  

  ３ 債務保証損失引当金  －  －  269  

  ４ その他   886  3,628  4,805  

   固定負債合計   49,704 17.2 27,309 8.1 38,717 12.3 

 負債合計   135,521 46.9 168,917 50.0 150,773 47.9 

 



    

前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 

注記 

番号 金額（百万円） 

構成比

（％） 金額（百万円）

構成比

（％） 金額（百万円） 

構成比

（％）

（資本の部）         

Ⅰ 資本金   53,075 18.4   53,075 16.9 

Ⅱ 資本剰余金         

  １ 資本準備金   55,102    55,102  

  ２ その他資本剰余金   1    1  

  資本剰余金合計   55,103 19.1   55,103 17.5 

Ⅲ 利益剰余金         

  １ 利益準備金   5,355    5,355  

  ２ 任意積立金   17,844    17,844  

  ３ 中間（当期）未処分利 

   益   7,161    12,604  

  利益剰余金合計   30,361 10.5   35,804 11.4 

Ⅳ その他有価証券評価差額 

  金   14,935 5.1   19,830 6.3 

Ⅴ 自己株式   △57 △0.0   △136 △0.0 

 資本合計   153,417 53.1   163,677 52.1 

 負債・資本合計   288,939 100.0   314,451 100.0 

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本        

  １ 資本金     53,075 15.7   

  ２ 資本剰余金         

   （1） 資本準備金     55,102    

   （2） その他資本剰余金     2    

   資本剰余金合計     55,104 16.3   

  ３ 利益剰余金         

   （1） 利益準備金     5,355    

   （2） その他利益剰余金         

        海外投資等損失 

           準備金     0    

        固定資産圧縮 

           積立金     1,000    

        特別償却準備金     150    

        別途積立金    16,525    

        繰越利益剰余金    20,029    

   利益剰余金合計     43,061 12.7    

  ４ 自己株式     △213 △0.0   

  株主資本合計     151,028 44.7   

Ⅱ 評価・換算差額等         

  １ その他有価証券 

      評価差額金     18,210    

  ２ 繰延ヘッジ損益     △73    

   評価・換算差額等合計     18,136 5.3   

 純資産合計     169,165 50.0   

 負債純資産合計     338,082 100.0   



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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18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     149,886 100.0 200,103 100.0   338,079 100.0 

Ⅱ 売上原価     131,093 87.5 178,282 89.1   293,586 86.8

売上総利益     18,792 12.5 21,820 10.9   44,492 13.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    13,854 9.2 13,639 6.9   28,285 8.4

営業利益     4,938 3.3 8,181 4.0   16,206 4.8

Ⅳ 営業外収益 ※１   4,733 3.2 4,758 2.3   7,116 2.1

Ⅴ 営業外費用 ※２   1,409 0.9 1,543 0.7   4,971 1.5

経常利益     8,262 5.5 11,395 5.6   18,351 5.4

Ⅵ 特別利益 ※３   1,017 0.7 526 0.3   4,527 1.4

Ⅶ 特別損失 ※4,6   1,355 0.9 868 0.4   3,962 1.2

税引前中間（当
期）純利益 

    7,924 5.3 11,053 5.5   18,917 5.6

法人税、住民税及
び事業税 

  △210   1,300 1,300   

法人税等調整額   3,665 3,455 2.3 160 1,460 0.8 6,200 7,500 2.2

中間（当期）純利
益 

    4,469 3.0 9,593 4.7   11,417 3.4

前期繰越利益     7,169   7,169 

自己株式消却額     4,478   4,478 

中間配当額     －   1,504 

中間（当期）未処
分利益 

    7,161   12,604 



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4月1日 至 平成18年9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 

海外投
資等損
失準備
金 

固定資
産圧縮
積立金

特別
償却
準備
金 

別途積
立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年3月31日 残高 
（百万円） 

53,075 55,102 1 55,103 5,355 0 998 320 16,525 12,604 35,804 △136 143,847 

中間会計期間中の変動額              

海外投資等損失準備金の取
崩 

          △0       0 －   － 

固定資産圧縮積立金積立             1     △1 －   － 

特別償却準備金取崩               △169   169 －   － 

剰余金の配当                   △2,256 △2,256   △2,256 

役員賞与                   △80 △80   △80 

中間純利益                   9,593 9,593   9,593 

自己株式の取得                       △79 △79 

自己株式の処分     1 1               1 2 

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） 

－ － 1 1 － △0 1 △169 － 7,425 7,257 △77 7,181 

平成18年9月30日 残高 
（百万円） 

53,075 55,102 2 55,104 5,355 0 1,000 150 16,525 20,029 43,061 △213 151,028 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価
証券評価差
額金 

繰延ヘッジ
損益 

評価・換算
差額等合計 

平成18年3月31日 残高 
（百万円） 

19,830   19,830 163,677 

中間会計期間中の変動額     

海外投資等損失準備金の取崩       － 

固定資産圧縮積立金積立       － 

特別償却準備金取崩       － 

剰余金の配当       △2,256 

役員賞与       △80 

中間純利益       9,593 

自己株式の取得       △79 

自己株式の処分       2 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 
  

△1,620 △73 △1,693 △1,693 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△1,620 △73 △1,693 5,487 

平成18年9月30日 残高 
（百万円） 

18,210 △73 18,136 169,165 



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

  

(1）たな卸資産 

原材料の銅 

後入先出法による低価法 

(1）たな卸資産 

原材料の銅 

同左 

(1）たな卸資産 

原材料の銅 

同左 

  

  

上記以外のたな卸資産 

総平均法による原価法 

上記以外のたな卸資産 

同左 

上記以外のたな卸資産 

同左 

  

  

  

(2）有価証券 

子会社株式及び関連会社株

式… 

移動平均法による原価法 

(2）有価証券 

子会社株式及び関連会社株

式… 

同左 

(2）有価証券 

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） 

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… 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

  

  

時価のないもの… 

移動平均法による原価法 

時価のないもの… 

同左 

時価のないもの… 

同左 

  

  

(3）デリバティブ 

時価法 

(3）デリバティブ 

同左 

(3）デリバティブ 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

  

  

(1）有形固定資産 

定率法 

但し、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設

備を除く。）については、定

額法を採用している。 

なお、主な資産の耐用年数は

以下のとおりである。 

建物   主として  50年 

機械装置 主として８～10年 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

(2）無形固定資産 

定額法 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 

  

(1）貸倒引当金 

 金銭債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計

上している。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

  

(2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上している。 

 当中間会計期間末において退

職給付債務から未認識債務を控

除した額を年金資産が超過する

ため「投資その他の資産」の

「その他」に含めて表示してい

る。 

 なお、過去勤務債務について

は発生時から従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数（17

年）による定額法により費用処

理する方法を採用している。 

 また、数理計算上の差異につ

いては発生の翌期から、従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

年数（17年）による定額法によ

り費用処理する方法を採用して

いる。 

(2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上している。 

 当中間会計期間末において退

職給付債務から未認識債務を控

除した額を年金資産が超過する

ため「投資その他の資産」の

「その他」に含めて表示してい

る。 

 なお、過去勤務債務について

は発生時から従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数（16

年）による定額法により費用処

理する方法を採用している。 

 また、数理計算上の差異につ

いては発生の翌期から、従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

年数（16年）による定額法によ

り費用処理する方法を採用して

いる。 

(2）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、当期末において発生してい

ると認められる額を計上してい

る。 

当期末において退職給付債務か

ら未認識債務を控除した額を年

金資産が超過するため前払年金

費用として表示している。 

 なお、過去勤務債務について

は発生時から従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数（17

年）による定額法により費用処

理する方法を採用している。 

 また、数理計算上の差異につ

いては発生の翌期から、従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

年数（17年）による定額法によ

り費用処理する方法を採用して

いる。 

  

  

(3）役員退職慰労引当金 

 当社は平成17年６月の定時株

主総会をもって、役員退職慰労

金制度を廃止した。当該総会ま

での期間に対応する役員退職慰

労金相当額440百万円について

は、固定負債の「その他」に含

めて表示している。 

(3）     － 

       

(3）役員退職慰労引当金 

 当社は平成17年６月の定時株

主総会をもって、役員退職慰労

金制度を廃止した。当該総会ま

での期間に対応する役員退職慰

労金相当額440百万円について

は、固定負債の「その他」に含

めて表示している。 

  

  

(4）投資損失引当金 

 子会社株式及び関連会社株式

の価値の減少による損失に備え

るため、投資先の財政状態等を

勘案し、必要額を計上してい

る。 

(4）投資損失引当金 

   関係会社株式の価値の減少によ

 る損失に備えるため、投資先の財

 政状態等を勘案し、必要額を計上

 している。  

(4）投資損失引当金 

  関係会社株式の価値の減少によ

 る損失に備えるため、投資先の財

 政状態等を勘案し、必要額を計上 

 している。 

  

  

(5）           － 

  

(5）      － 

         

(5）債務保証損失引当金 

   債務保証の損失に備えるため、 

 被債務保証会社の財政状態を勘案 

 し、必要額を計上している。 

４ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっている。 

同左 同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５ ヘッジ会計の方法 

  

  

① ヘッジ会計の方法 

（外貨建売上取引等） 

 為替予約が外貨建売上取引の

前に締結されているものは、外

貨建取引及び金銭債権に為替予

約相場による円換算額を付す。

なお、外貨建の予定取引につい

ては為替予約を時価評価したこ

とによる評価差額を貸借対照表

に繰延ヘッジ損益として繰延べ

ている。 

① ヘッジ会計の方法 

（外貨建売上取引等） 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

（外貨建売上取引等） 

同左 

  

  

（借入金の変動金利） 

 金利スワップの特例処理の要

件を満たしている場合は、特例

処理を採用している。 

（借入金の変動金利） 

      同左 

（借入金の変動金利） 

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   ヘッジ対象

為替予約等   外貨建金銭

債権債務及

び外貨建予

定取引 

金利スワッ

プ 

  借入金の変

動金利 

同左 同左 

  

  

③ ヘッジ方針 

 外貨建取引における為替変動

リスク及び一部の借入金におけ

る金利変動リスクについてヘッ

ジする。 

③ ヘッジ方針 

      同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  

  

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額の累計額

とヘッジ対象の変動額の累計額

を比較して有効性の判定を行っ

ている。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の変動額の累計額と

 ヘッジ対象の変動額の累計額を比

 較して有効性の判定を行ってい 

 る。 

  ただし、特例処理によっている

 金利スワップについては、有効性

 の評価を省略している。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

   ヘッジ手段の変動額の累計額と

  ヘッジ対象の変動額の累計額を比

  較して有効性の判定を行ってい 

 る。 

６ 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 

① 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計

処理方法は税抜方式を採用して

いる。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

① 消費税等の会計処理 

同左 

  ② 中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期に

おいて予定している利益処分に

よる固定資産圧縮積立金、海外

投資等損失準備金及び特別償却

準備金の積立て及び取崩しを前

提として、当中間会計期間に係

る金額を計算している。 

② 中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期に

おいて予定している固定資産圧

縮積立金、海外投資等損失準備

金及び特別償却準備金の積立て

及び取崩しを前提として、当中

間会計期間に係る金額を計算し

ている。      

 ②      － 

  

  

③ 連結納税制度の適用 

 当中間会計期間より連結納税

制度を適用している。 

③ 連結納税制度の適用 

  連結納税制度を適用してい

る。 

 ③ 連結納税制度の適用 

  当期より連結納税制度を適用

している。 



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 

前中間会計期間 
（自 平成17年4月1日 
至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年4月1日 
至 平成18年9月30日） 

前会計年度 
（自 平成17年4月1日 
至 平成18年3月31日） 

          －  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

          － 

      当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第5号 平成17年12

月9日）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」（企業会計基準適用指針第8号平成

17年12月9日）を適用している。 

  これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は169,238百万円である。 

  なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

している。 

 

 

  

  

  



表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年4月1日 
至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年4月1日 
至 平成18年9月30日） 

  

           

  

           

  

 （貸借対照表） 

１    流動資産の「繰延税金資産」（当中間会計期間 

  2,834百万円）については、金額的重要性が乏しく

  なったため、流動資産の「その他」に含めて表示し

  ている。 

  

      

  

           

  

  

２    流動負債の「コマーシャル・ペーパー」（当中  

  間会計期間3,000百万円）については、金額的重要 

  性が乏しくなったため、流動負債の「その他」に含

  めて表示している。    

  

            －  

  

３    流動負債の「未払法人税等」（当中間会計期間 

    1,387百万円）については、金額的重要性が乏しく 

    なったため、流動負債の「その他」に含めて表示し

  ている。 

  

  

  

  

  

４    流動負債の「前受金」（当中間会計期間2,268百 

    万円）については、金額的重要性が乏しくなった 

    ため、流動負債の「その他」に含めて表示してい 

  る。 

  

  

  

  

  

５    流動負債の「建設関係支払手形」（当中間会計期

    間673百万円）については、金額的重要性が乏しく 

    なったため、流動負債の「その他」に含めて表示し

  ている。 

       

６    流動負債の「建設関係未払金」（当中間会計期間

    1,635百万円）については、金額的重要性が乏しく 

    なったため、流動負債の「その他」に含めて表示し

  ている。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 

  

有形固定資産の減価償却累計額 

124,803百万円 

有形固定資産の減価償却累計額 

125,873百万円 

有形固定資産の減価償却累計額 

123,254百万円 

  

  

有形固定資産の減損損失累計額 

3,665百万円 

有形固定資産の減損損失累計額 

3,834百万円 

有形固定資産の減損損失累計額 

3,665百万円 

※２ 

  

担保資産 

投資有価証券200百万円を長期借入金10百

万円、短期借入金20百万円の担保に供して

いる。 

担保資産 

投資有価証券238百万円を短期借入金10百万

円の担保に供している。 

担保資産 

投資有価証券205百万円を短期借入金20百万

円の担保に供している。 

 ３ 

  

保証債務 

下記の債務に対して債務保証等を行ってい

る。 

保証債務 

下記の債務に対して債務保証等を行ってい

る。 

保証債務 

下記の債務に対して債務保証等を行ってい

る。 

  （保証先） (主な種類) （金額） 
関係会社    
フジクラ開発㈱ 銀行借入金 13,208百万円
FIMT Ltd. 銀行借入金 10,409 
㈱ビスキャス 銀行借入金 3,436 
Fujikura 
Federal  
Cables Sdn.Bhd. 

銀行借入金 1,983 

Fujikura 
(Malaysia) 
Sdn.Bhd. 

銀行借入金 1,637 

Fujikura Asia 
Ltd. 

銀行借入金 1,429 

藤倉電子(上海)
有限公司 

銀行借入金 1,016 

米沢(香港)有限
公司 

銀行借入金 859 

㈱ケーブルネッ
ト鈴鹿 

銀行借入金 719 

珠海藤倉電装有
限公司 

銀行借入金 665 

江蘇藤倉亨通光
電有限公司 

銀行借入金 663 

藤倉電子(無錫)
有限公司 

銀行借入金 633 

第一電子工業(上
海)有限公司 

銀行借入金 627 

米沢(番禺)電線
有限公司 

銀行借入金 549 

Fujikura  
Fiber Optics 
Vietnam Ltd. 

銀行借入金 455 

Fujikura  
(Shanghai） 
Trading Co., 
Ltd. 

銀行借入金 167 

Fujikura  
Europe Ltd. 

銀行借入金 153 

第一電子工業(昆
山)有限公司 

銀行借入金 150 

㈱ジャパンリー
コム 

銀行借入金 75 

Fujikura Hong  
Kong Ltd. 

銀行借入金 62 

米沢電線(昆山)
有限公司 

銀行借入金 35 

上海南洋藤倉電
纜有限公司 

銀行借入金 34 

  小計 38,975 
関係会社以外     
東京ベイネット
ワーク㈱ 

銀行借入金 168 

従業員(財形融
資) 

銀行借入金 1,429 

  小計 1,598 

  合計 40,574 

（保証先） (主な種類) （金額） 
関係会社    
FIMT Ltd. 銀行借入金 11,864百万円
フジクラ開発㈱ 銀行借入金 11,682 
㈱ビスキャス 銀行借入金 4,148 
Fujikura  
Federal  
Cables Sdn.Bhd.

銀行借入金 2,607 

Fujikura 
(Malaysia) 
Sdn.Bhd. 

銀行借入金 2,308 

Fujikura Asia 
Ltd. 

銀行借入金 1,723 

米沢(番禺)電線 
有限公司 

銀行借入金 1,428 

江蘇藤倉亨通光 
電有限公司 

銀行借入金 945 

珠海藤倉電装有 
限公司 

銀行借入金 904 

第一電子工業(上
海)有限公司 

銀行借入金 853 

㈱ケーブルネッ
ト鈴鹿 

銀行借入金 636 

藤倉電子(上海) 
有限公司 

銀行借入金 424 

上海上纜藤倉電
纜有限公司 

銀行借入金 358 

Fujikura Fiber 
Optics Vietnam 
Ltd. 

銀行借入金 281 

藤倉模具上海有
限公司 

銀行借入金  231 

Fujikura  
Europe Ltd. 

銀行借入金 190 

藤倉電子(無錫)
有限公司 

銀行借入金 118 

上海南洋藤倉 
電纜有限公司 

銀行借入金 111 

㈱ジャパン 
リーコム 

銀行借入金 75 

上海藤倉橡塑 
電纜有限公司 

銀行借入金 59 

Fujikura Hong  
Kong Ltd. 

銀行借入金 40 

米沢電線(昆山)
有限公司 

銀行借入金 31 

  小計 41,026 
関係会社以外     
従業員(財形融
資) 

銀行借入金 1,234 

  小計  1,234 

  合計 42,260 

（保証先） (主な種類) （金額） 
関係会社    
フジクラ開発㈱ 銀行借入金 12,522百万円
FIMT Ltd. 銀行借入金 11,132 
㈱ビスキャス 銀行借入金 3,547 
Fujikura  
Federal 
Cables Sdn.Bhd. 

銀行借入金  2,691 

Fujikura Asia  
Ltd. 

銀行借入金  1,841 

Fujikura 
(Malaysia) 
Sdn.Bhd. 

銀行借入金  1,620 

米沢(番禺)電線 
有限公司 

銀行借入金  1,485 

江蘇藤倉亨通 
光電有限公司 

銀行借入金 781 

珠海藤倉電装 
有限公司 

銀行借入金 775 

㈱ケーブルネッ
ト鈴鹿 

銀行借入金  688 

第一電子工業 
(上海)有限公司 

銀行借入金 629 

藤倉電子(上海) 
有限公司 

銀行借入金 601 

Fujikura Fiber 
Optics  
Vietnam Ltd. 

銀行借入金  583 

藤倉電子(無錫) 
有限公司 

銀行借入金 554 

米沢電線(昆山) 
有限公司 

銀行借入金 244 

上海上纜藤倉電
纜有限公司 

銀行借入金 175 

Fujikura  
Europe Ltd. 

銀行借入金 156 

㈱ジャパンリー
コム 

銀行借入金 75 

Fujikura Hong 
 Kong Ltd. 

銀行借入金 40 

  小計 40,147 
関係会社以外     
東京ベイネット 
ワーク㈱ 

銀行借入金 149 

従業員(財形融
資) 

銀行借入金  1,339 

  小計  1,488 

  合計 41,636 

 



  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※４ 

  

消費税等の取扱い 

売上げ等に係る仮受消費税等と仕入れ等に

係る仮払消費税等は相殺し、その差額は流

動資産の「その他」に表示している。 

消費税等の取扱い 

売上げ等に係る仮受消費税等と仕入れ等に

係る仮払消費税等は相殺し、その差額は流

動資産の「その他」に表示している。 

－ 

  

 ５ 

  

          － 

  

中間会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、当中間会計期間の末日は金融機関

が休日であったが、満期日に決済が行われ

たものとして処理している。当中間会計期

間末日満期手形の金額は、次のとおりであ

る。 

 受取手形     491百万円 

 支払手形    1,369百万円 

 建設関係支払手形 129百万円 

  

－ 

  



（中間損益計算書関係） 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 営業外収益の主要項目 営業外収益の主要項目 

  受取利息 82百万円

受取配当金 4,430 

受取利息 103百万円

受取配当金  4,310 

受取利息 167百万円

受取配当金  6,300 

※２ 営業外費用の主要項目 営業外費用の主要項目 営業外費用の主要項目 

  支払利息 540百万円 支払利息 543百万円 支払利息 1,057百万円

    

※３          －          － 特別利益の主要項目 

    

  

   

    

土地売却益 2,819百万円

関係会社株式売却益 1,017 

※４ 特別損失の主要項目          － 特別損失の主要項目 

  投資有価証券評価損 560百万円

固定資産売却損 393 

（内訳）建物 287 

土地 106 

   

    

    

    

    

貸倒引当金繰入額 1,658百万円

投資損失引当金繰入額  626 

    

 ５ 減価償却実施額 減価償却実施額 減価償却実施額 

  有形固定資産 3,667百万円

無形固定資産 406 

有形固定資産 3,168百万円

無形固定資産 299 

有形固定資産 7,003百万円

無形固定資産  767 

※６ 

  

－  

  

  当中間会計期間において当社は以下の資

産について減損損失を計上した。 

  

 場所     佐倉事業所（千葉県佐倉市） 

 用途    メタルケーブル製造設備 

          － 

  

  

  

  

  

 種類    機械装置  

 減損損失  機械装置168百万円 

  

  

  

  

  

  

 減損損失の認識に至った経緯   

       遊休並びに帳簿価格に比較 

      して市場価格が著しく下落 

      したため。 

  

  

  

  

  

回収可能価額  

      正味売却価額 

 回収可能価額の算定方法 

  

           

  

  

  

  

       他への転用や売却が困難 

            であることから0円として 

            いる。 

  

  

  

  

  

  

  

 （グルーピングの方法） 

 他の資産又は資産グループのキャッシ

ュ・フローから概ね独立したキャッシュ・

フローを生み出す単位として事業部品種別

にグルーピングを行った。 

  

  

  



（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4月1日 至 平成18年9月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）1.普通株式の自己株式数の増加59千株は、単元未満株式の買取によるものである。 

    2.普通株式の自己株式数の減少2千株は、単元未満株式の売渡によるものである。  

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末 
株式数（千株） 

普通株式（注）1,2 196 59 2 253 

合計 196 59 2 253 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 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 

    

工具器

具備品 

(百万円) 

  
その他 

(百万円) 
  
合計 

(百万円) 

取得価額

相当額 
  480   64   544 

減価償却

累計額相

当額 

  362   36   398 

中間期末

残高相当

額 

  117   28   146 

   

工具器

具備品 

(百万円)

 
その他 

(百万円)
 
合計 

(百万円)

取得価額

相当額 
 174  67  241 

減価償却

累計額相

当額 

 136  43  180 

中間期末

残高相当

額 

 38  23  61 

   

工具器

具備品 

(百万円) 

  
その他 

(百万円) 
  
合計 

(百万円)

取得価額

相当額 
 469   67   536 

減価償却

累計額相

当額 

 396   37   434 

期末残高

相当額 
 73   29   102 

 なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定している。 

同左  なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定している。 

(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 90百万円 

１年超 55 

合計 146 

１年内 32百万円 

１年超 28 

合計 61 

１年内 60百万円 

１年超 41 

合計 102 

 なお、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

残高等に占めるその割合が低いため、支

払利子込み法によっている。 

同左  なお、未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してい

る。 

(3）支払リース料、減価償却費相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料 49百万円 

減価償却費相当額 49百万円 

支払リース料 43百万円 

減価償却費相当額 43百万円 

支払リース料 97百万円 

減価償却費相当額 97百万円 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度末（平成18年３月31日現在） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

（重要な後発事象） 

 該当事項なし。 

  （百万円）

種類 中間貸借対照表計上額 時価 差額 

関連会社株式 2,122 8,411 6,289 

  （百万円）

種類 中間貸借対照表計上額 時価 差額 

関連会社株式 2,933 10,255 7,322 

  （百万円）

種類 貸借対照表計上額 時価 差額 

関連会社株式 2,122 12,202 10,079 



(2）【その他】 

平成18年11月6日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議した。 

(1）中間配当による配当金の総額              1,880百万円 

(2）１株あたりの金額                        5円00銭 

(3）支払請求の効力の発生日及び支払い開始日        平成18年12月5日 



第６【提出会社の参考情報】 

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

 （1）発行登録書 

  

  

  

平成18年６月15日 

関東財務局長に提出。 

 （2）有価証券報告書の 

訂正報告書 

事業年度（第157期）（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日）の有価証券報告書に  

係る訂正報告書であります。 

平成18年６月29日 

関東財務局長に提出。 

 （3）訂正発行登録書 

  

  

  

  

  

平成18年６月29日 

関東財務局長に提出。 

 （4）有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度  

（第158期）  

 自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日 

平成18年６月29日 

関東財務局長に提出。 

 （5）訂正発行登録書 

  

  

  

  

  

平成18年６月29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】 

 該当事項なし。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月９日

株 式 会 社 フ ジ ク ラ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社フジクラの

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３

０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、株式会社フジクラ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 

  

 （※）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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 岩 瀬 佐千世 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 内 山 敏 彦 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月６日

株 式 会 社 フ ジ ク ラ 

取 締 役 会  御 中 

  
私どもは、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フジクラの平成

１８年４月１日から平成１９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１８年４月１日から平成１８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、私どもの責任は独立の

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。 

私どもは、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、私ども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。

私どもは、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。 

私どもは、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

式会社フジクラ及び連結子会社の平成１８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１８年

４月１日から平成１８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。 

  

追記情報 

注記事項（セグメント情報）に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間から事業区分の方法を変更している。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの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 

  

 （※）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。 

み す ず 監 査 法 人 
  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 奥 山 章 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木 一 宏 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 千 葉 達 也 

      

      

太陽ＡＳＧ監査法人 
  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 遠 藤   了 

      

  業務執行社員 公認会計士 大 村   茂 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月９日

株 式 会 社 フ ジ ク ラ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社フジクラの

平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１５８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、株式会

社フジクラの平成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 

  

 （※）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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 岩 瀬 佐千世 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 内 山 敏 彦 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月６日

株 式 会 社 フ ジ ク ラ 

取 締 役 会  御 中 

  

私どもは、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フジクラの平成

１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１５９期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０

日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間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、私ども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。 

私どもは、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、私ども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。私ども

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。 

私どもは、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、株式会社フ

ジクラの平成１８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１８年４月１日から平成１８年９月３

０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。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの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 

  

 （※）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。 

み す ず 監 査 法 人 
  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 奥 山 章 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木 一 宏 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 千 葉 達 也 

      

      

太陽ＡＳＧ監査法人 
  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 遠 藤   了 

      

  業務執行社員 公認会計士 大 村   茂 
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